
健康・福祉
母子の健康

健康づくり推進課健康増進係�☎234-6123
●母子健康手帳の交付
　妊娠が明らかになったら、早めに（妊娠11週未満）
母子健康手帳の交付を受けましょう。母子健康手帳
は、入籍がまだの方でも交付が受けられます。手帳
とともに、妊婦健康診査受診票も交付します。（ただ
し、妊婦健康診査受診票は、益城町に住民票がある
妊婦さんにのみ発行します。）
　・�日　時　�原則的に毎月第1・第3月曜日� �

午前9時30分集合� �
詳しくは「ましきっこのスケジュール
表」または益城町ホームページをご覧
ください。� �
※�都合がつかない場合は、事前の電話
予約にて随時交付します。

　・場　所　益城町保健福祉センター
　・持参品　スタンプ印以外の印鑑
　・内　容　�母子健康手帳、妊婦健康診査受診票の

使い方、妊娠中の生活・栄養・歯につい
てのお話、個別相談

●マタニティサークル
　妊婦さん同士で、妊娠・出産について語り合うこ
とで不安や悩みを解消し、お友達づくりができる場
として開催しています。
　・日　時　�「ましきっこのスケジュール表」または

益城町ホームページをご覧ください。� �
※事前の電話申込みが必要です。

　・場　所　益城町保健福祉センター
　・持参品　�母子健康手帳、筆記具� �

※動きやすい服装でお越しください。
●ペアレントサークル（両親学級）
　初めての出産を迎えられるご夫婦が、妊娠中を快
適に過ごし、不安なく育児ができるように、ご夫婦
で学べる場として開催しています。
　・日　時　�奇数月に1回（日曜日の午前中）� �

「ましきっこのスケジュール表」または
益城町ホームページをご覧ください。� �
※事前の電話申込みが必要です。

　・場　所　益城町保健福祉センター
　・持参品　�母子健康手帳、筆記具� �

※動きやすい服装でお越しください。
　・内　容　�赤ちゃんのお風呂入れ、パパも妊婦に

変身（妊婦体験ジャケット）、妊娠中の
食事について（試食あり）等

健康� 　

●生後2か月ごろまでの家庭訪問
　赤ちゃんとお母さんの体調や育児について状況
を伺い、心配事等の相談に応じています。
※該当する方には、個別に連絡して伺います。
●乳幼児健診
　・場　所　益城町保健福祉センター
　・対象者　該当する方には、個別通知します。
　・種　類　�4か月児健診　7か月児健診　よちよち

（1歳児）健診　1歳6か月児健診　かば
さん（2歳児歯科）健診　3歳児健診

●子育て広場
　子どもさんの身長や体重を測り、子育てについて
のご相談もできます。赤ちゃんの外出デビューの機
会、また子育てをしているお母さんやお父さんとの
交流の機会にもなっています。
　・日　時　�原則毎月第1・第3月曜日� �

午後1時30分～午後4時� �
※�詳しくは「ましきっこのスケジュー
ル表」または益城町ホームページを
ご覧ください。

　・場　所　益城町保健福祉センター
　・対象者　乳幼児と保護者
　・持参品　母子健康手帳
●手作り離乳食教室
　「これから本番！離乳食を作ってみよう。」という
ことで、保護者が離乳食をスムーズに進められるよ
うに学習する場として開催しています。また、保護
者同士の情報交換の場にもなっています。
　・日　時　�毎月1回� �

「ましきっこのスケジュール表」または
益城町ホームページをご覧ください。

　・場　所　益城町保健福祉センター
　・対象者　�6か月前後の児のいる保護者� �

※事前の電話申込みが必要です。
　・持参品　母子健康手帳
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予防接種
健康づくり推進課健康増進係�☎234-6123

　予防接種法に基づいて、町内に住所登録がある方
を対象に予防接種を実施しています。予防接種は体
を守る手助けをしてくれます。
　予防接種を受けて感染症にかからないように、
かかっても軽くすむように強い体をつくりましょ
う！

●乳幼児および児童・生徒を対象とした予防接種
　保健福祉センターで実施する集団接種と、委託医
療機関で実施する個別接種があります。
○�ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン� �
（生後2か月～5歳の誕生日の前日まで）
　初回3回と追加1回受ける。
○�4種混合� �
（生後3か月～7歳半になる日まで）
　�1期初回3回終了後、1年～1年半の間に追加1回受
ける。
○�BCG（生後5か月～1歳の誕生日の前日まで）：集
団

　1回受ける。
○�麻しん風しん混合� �
（1期：満1歳～2歳の誕生日の前日まで）
　1歳になったら、早めに受ける。

　（2期：年長児）　その年度中に1回受ける。
○�日本脳炎�3、4歳児：集団� �
（1期初回：生後6か月～7歳半になる日まで）　2
回受ける。� �
（1期追加：1期初回終了しておおむね1年後から
～7歳半になる日まで）　1回受ける。

○�二種混合�小6：集団� �
（11歳以上13歳未満）　1回受ける。
○子宮頸がん予防ワクチン
　中1（小6～高1相当）3回受ける。
○�三種混合� �
（1期初回・追加：生後3か月～7歳半になる日ま
で）　1期初回3回　1期追加1回受ける。

○�不活化ポリオ� �
（初回・追加：生後3か月～7歳半になる日まで）　
初回3回　追加1回受ける。

○�日本脳炎特例対象者（H7.4.2～H19.4.1生）� �
1期初回2回　追加1回� �
2期（9歳以上20歳未満）1回受ける。

●�65歳以上の方を対象にしたインフルエンザ予防接種
　毎年、10月1日から12月末まで、委託医療機関で実施します。

対象者（年齢など） 接種方法

接種を希望し、次の1、2のいずれかに該当する方
1．�65歳以上の方（65歳の誕生日の前日から接種の対象となります）
2．�60～64歳の方で、心臓・腎臓・または呼吸器などの病気で日常生活が制限されている方や
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活が困難な方

実施期間内に1回接種
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健康づくり、健康増進事業
健康づくり推進課健康増進係�☎234-6123

　町民の自主的な健康づくりや生活習慣病発症、重
症化予防のサポートを目的として、いろいろな事業
を行っています。
　年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。
健診後の生活や栄養、運動などのアドバイスを行い
ます。
※�健診の申込みは、毎年4月指定日まで。その後7月
末までに申込まれた方は9月以降の健診の対象に
なります。

・健診時期は、ご加入の保険等で異なります。
●特定健診・特定保健指導
　メタボリックシンドロームの予防・解消に重点を
おいた、生活習慣病予防のための健診・保健指導の
ことです。
○特定健診
　・対　象　�40歳以上で、国民健康保険加入者、後期

高齢者医療被保険者及び社会保険被扶
養者で受診券がある方

　・内　容　�身長、体重、腹囲、血圧、尿、血液検査（肝
機能、血中脂質、血糖）、診察など� �
追加：貧血、眼底、心電図

○ましき健診
　特定健診に、次の健診項目が加わった健診です。
　がん検診（肺、胃、大腸、乳、子宮頸がん）
　腹部超音波
　�オプション（前立腺がん、肝炎ウイルス、骨粗しょ
う症）

こころの健康
健康づくり推進課健康増進係�☎234-6123

●女性のこころとからだなんでも相談
　思春期、妊娠出産、更年期などによるこころとか
らだの悩みを抱える女性を対象に女性相談員が相
談に応じます。
　まずは、一人で悩まずご相談ください。
　・日　時　�毎月第3月曜日　午後1時　午後2時　

午後3時の3回（1回50分）
　　　　　��※�相談日の1週間前までに電話で予約

してください。
　　　　　��※希望者には託児があります。
　・場　所　益城町保健福祉センター
　・料　金　無料

○特定保健指導
　受診者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改
善のための自主的な取り組みを継続的に行うこと
ができるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを
行います。
　特定健診受診の結果で、受診者は「情報提供」「動
機づけ支援」「積極的支援」の3区分に階層化され、
「動機づけ支援」「積極的支援」に区分された方を対
象に特定保健指導を実施します。
○シェイプアップ教室
　特定健診受診の結果で、「情報提供」に区分された
方のうち参加希望の方を対象に、運動や栄養につい
て半日で学ぶことができる教室です。
●がん検診
○単独がん検診は以下のとおりです。
　子宮がん（20歳以上）　乳がん（30歳以上）
　大腸がん（40歳以上）
●結核検診
　毎年1回、65歳以上の方を対象に、結核や肺の病
気がないか胸部レントゲンを行います。
●気ままにスポーツ、健康フェスタ
　毎年10月の第2日曜日に開催しますこの催しは、
運動や健康に気軽に親しんで頂くものです。
　健康弁当もあり、子どもから高齢の方まで、毎年町
内外から約3,000人の方が参加して頂いています。
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医療保険療養費支給申請可
（骨折・脱臼の際は医師の同意が必要）

日　　曜 土曜日･祝日は17時まで受付

受 付 時 間 月 火 水 木 金 土

17時
まで

午前
午後

9：00～12：00
14：00～20：00



（　　　　　　 ）

手帳制度
福祉課福祉係

●身体障害者手帳
　身体障害者手帳とは、身体に一定以上の障がいが
あり日常生活に著しい制限を受ける方が、障がいの
程度に応じて各種のサービスを受けるために必要
な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。
　障がいの等級は重い方から1級から6級の6等級
です。
◇申請に必要なもの
　・身体障害者手帳交付・再交付申請書
　・指定医の診断書
　・印かん
　・写真（たて4cm×よこ3cm）�
　　�正面向きで顔がはっきりわかるもの�
貼らずに持参してください

◇対象者
　視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機
能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、
ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能、肝臓機能障がいのある方。
●療育手帳
　療育手帳とは、知的障がい児（者）の方に対して交
付を行っている福祉手帳です。一貫した指導、相談
を行うとともに、各種の福祉サービスを受けやすく
するために利用されています。
　なお、交付される手帳には、障がいの区分により
「Ａ1（最重度）」、「Ａ2（重度）」、「Ｂ1（中度）」、「Ｂ2
（軽度）」に分けられます。
◇申請に必要なもの
　・療育手帳交付申請書
　・印かん
　・�写真（たて4cm×よこ3cm）
　　�正面向きで顔がはっきりわかるもの�
貼らずに持参してください

障害者福祉� 　

◇障がい程度の判定について
　判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能・
発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」に
よって総合的に判定されます。
●精神障害者保健福祉手帳
　精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患を有する
方のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生
活又は社会生活への制約がある方に対して交付さ
れる手帳です。
　障がいの等級は、重い方から1級から3級の3等級
で、有効期間は2年間です。
◇申請に必要なもの
①診断書による申請
　・申請書
　・医師の診断書（指定医によるもの）
　・印かん
　・�写真（たて4cm×よこ3cm）
　　�正面向きで顔がはっきりわかるもの�
貼らずに持参してください

②年金証書による申請
　・申請書
　・障害年金証書
　・直近の年金振込通知書
　・同意書
　・印かん
　・�写真（たて4cm×よこ3cm）
　　�正面向きで顔がはっきりわかるもの�
貼らずに持参してください

※�申請書、診断書、同意書の様式は福祉課にあります。

（　　　　　　 ）

（　　　　　　 ）

（　　　　　　 ）
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医療費助成制度
福祉課福祉係

●自立支援医療（更生医療）の給付について
　自立支援医療（更生医療）とは、原因となる疾病が
治癒した後に残された機能障がいに対し、日常生活
を営んでいく上で便利なように障がいを軽くした
り、回復させたりする手術を行うなど、身体障害者
手帳の交付を受けた方が更生するために必要な医
療をいいます。
◇申請に必要なもの
　・自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書
　・自立支援医療指定医療機関の意見書
　・身体障害者手帳
　・医療保険の被保険者証
　・特定疾病療養受療証（腎臓機能障害の方）
　・印かん
◇対象者
　身体障害者手帳を有している18歳以上の者
◇対象となる医療
　（例）・角膜移植術
　　　・外耳道形成術、鼓膜穿孔術
　　　・人工関節置換術、理学療法
　　　・ペースメーカー埋め込み術、弁置換術
　　　・人工透析、腎移植術
●自立支援医療（育成医療）の給付について
　自立支援医療（育成医療）とは、18歳未満の児童
で、身体障害者福祉法に定める障がいと同じ程度の
障がいを有するか、現存する疾患が、これらを放置
すると将来同法に定める障がいと同じ程度の障が
いを残すと認められる児童で、手術等により確実な
治療効果が期待できるものに対し、生活能力を得る
ために必要な医療の給付をいいます。
　給付の対象となる医療費は、医療保険による給付
の残額であり、受診者の属する世帯の収入に応じて
費用を負担してもらうことになっています。
◇申請に必要なもの
　・自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書
　・自立支援医療指定医療機関の意見書

　・身体障害者手帳
　・医療保険の被保険者証
　・特定疾病療養受療証（腎臓機能障害の方）
　・印かん
●自立支援医療（精神通院医療）の給付について
　自立支援医療（精神通院医療）とは、精神疾患で通
院している方が精神通院にかかる医療機関や薬局
等の医療費の自己負担が原則1割になる制度です。
さらに、負担が大きくなりすぎないように、収入の
状況に応じた自己負担上限額を設けています。
　有効期間は1年間です。更新の手続きは、有効期間の
終了する日の3ヶ月前から受付することができます。
◇申請に必要なもの
　・申請書
　・医師の診断書（指定医によるもの）
　・保険証
　・課税証明書（世帯分）
　・�年金受給中の方は、年金額のわかるもの（年金振
込通知書など）

　・印かん
　・受給者証（すでにお持ちの方）
※申請書、同意書の様式は福祉課にあります。
●重度心身障害者医療費助成について
　重度心身障害者医療費助成とは、重度の心身障が
い者が保険証を使用して診療・投薬を受けた時、保
険の自己負担分に対して助成します。
◇助成額
　1ヶ月・1医療機関あたり（院外薬局を含む）
　入院　2,040円
　通院　1,020円
　以上の自己負担額分（但し高額医療、付加給付払
い戻し後）
◇対象者
　・身体障害者手帳　　1・2級
　・療育手帳　　　　Ａ1・Ａ2
　・精神障害者保健福祉手帳　1級

補装具の交付・修理
福祉課福祉係

　身体の失われた部分や思うように動かすことの
できない障がいのある部分を補って日常生活や職
業生活をしやすくするために必要な用具を購入・修
理する費用の一部を補助します。
※�介護保険の対象者は、種目によっては、介護保険
制度との調整が必要です。
◇申請に必要なもの
　・益城町補装具費購入・修理支給申請書
　・見積書
　・身体障害者手帳、特定疾患受給者証
　・印かん
※種類により、医師の意見書・処方せんが必要です。

◇対象者
　身体障害者手帳の交付を受けている方または難
病患者等（種目・疾病により制限があります。）
◇申請について
　補装具を購入・修理する前に役場福祉課へ申請し
てください。世帯の所得に応じて自己負担額を決定
します。
◇対象となる補装具の例
　・視覚障がい…盲人安全つえ、義眼、眼鏡など
　・聴覚障がい…補聴器など
　・�肢体不自由・内部障がい…義手、義足、装具、車い
す、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障
がい者用意思伝達装置など

ましきまち生活便利帳 47

健
康
・
福
祉



障がい者の日常生活用具の給付
福祉課福祉係

　日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資すること
を目的として、重度障がい児者等に対し、自立支援
用具等の日常生活用具を給付します。
※�介護保険の対象者は、種目によっては、介護保険
制度との調整が必要です。
◇申請に必要なもの
　・益城町日常生活用具給付等申請書
　・見積書
　・身体障害者手帳、特定疾患受給者証
　・印かん
※種類により、医師の意見書が必要です。

日常生活用具の種類（例）
介護・訓練用支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド

自立生活支援用具 入浴補助具、便器、Ｔ字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動
消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸入器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度
測定器（パルスオキシメーター）、盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計

情報・意志疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障
害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用
時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、人工内耳用電池、点字図書

排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器
住宅改修費 居宅生活動作補助用具

身体障がい者相談員、知的障がい者相談員
福祉課福祉係

　相談員とは、障がいのある方の暮らしや利用できるサービスについての相談、アドバイスを通じて、障がい
者と関係機関とのパイプ役を担っており、相談活動により町民の方に障がい者福祉に対しての関心を高めて
もらうことを目的としています。相談内容の秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

◇対象者
　身体障害者手帳の交付を受けている方または難
病患者等（種目・疾病により制限があります。）
◇申請について
　日常生活用具を購入する前に役場福祉課へ申請
してください。世帯の所得に応じて自己負担額を決
定します。

◇対象となる日常生活用具の例� 　

障害福祉サービス
福祉課福祉係

●�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について
　平成24年4月1日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が施行され、身体・知的・
精神に加え、難病の方もサービスを利用することができるようになりました。
◇介護給付（平成24年4月現在）

サービスの名称 サービスの概要
居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出
時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を
含む）、移動の援護等の外出支援等を行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、
外出支援を行います。

療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日
常生活の世話を行います。

生活介護 常に介護を必要とする方に、日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動ま
たは生産活動の機会を提供します。

短期入所（ショートステイ） 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介
護等を行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護（ケアホーム） 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
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高齢者の能力活用・社会参加
いきいき長寿課高齢者支援係

施設名 所在地 開館日・休館日 電話番号

益城町地域包括支援センター 益城町宮園709番地
○開館日　月曜日～金曜日
　　　　　午前8時30分～午後5時15分まで
○休館日　毎週土日祝日

☎214-5566

●老人クラブ
　軽スポーツや友愛活動などさまざまな活動を行っています。
　会員対象者：おおむね60歳以上の方
※�入会については、居住している地区の老人クラブ会長へご連絡ください。
●益城町地域包括支援センター
　地域包括支援センターでは、高齢者介護に関する相談や悩みだけではなく、福祉に関する相談にも応じてい
ます。一緒に暮らしている高齢者や家族の相談はもちろん、近隣に暮らしている高齢者の相談も受け付けてい
ます。包括支援センターでは適切な関係機関を紹介するとともに、その後の支援も行っていきます。

高齢者福祉� 　

◇訓練等給付（平成24年4月現在）� 　

●特別障害者手当
　重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に対し、手当を支給します。

サービスの名称 サービスの概要
自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向
上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のた
めに必要な訓練を行います。

就労継続支援
（A型=雇用型、B型）

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上の
ために必要な訓練を行います。

共同生活援助（グループホーム） 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活向上の援助を行います。
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TEL.096-289-7011

検索はーとまっぷ

〒861-2211熊本県上益城郡益城町福原1988番地1
お問い合わせ　月～金 9:00～17:00(土､日､祝日､年末年始を除く)

☎096-287-5666(代表)

☎096-287-5677(直通)デイサービスセンターいこいの里
居宅介護支援事業所いこいの里

社会福祉法人 錦光会 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム

特別養護老人ホームいこいの里
ショートステイいこいの里



高齢者介護予防・生活支援事業
いきいき長寿課高齢者支援係

項　目 内　容 対　象　者 備　考

軽度生活援助事業 調理・洗濯・掃除・買い物・
その他の家事

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高
齢者のみの世帯に属する方で、日常生活上の援
助を必要とする方（介護認定を受けていない方）

1時間未満利用（週1回ま
で）：230円／1回

在宅高齢者等安心
確保事業（緊急通
報システム）

緊急通報装置、携帯用ペ
ンダント送信機などの設
置または貸与を行いま
す。

ひとり暮らしの高齢者等で、発作など突発的な
症状により生命の危険が生じるおそれがある
方、下肢筋力等の虚弱により転倒のおそれがあ
る方

無料

食の自立支援事業
（配食サービス）

週2回（火曜日・木曜日）昼
食を配達し、安否確認を
行います。

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高
齢者のみの世帯に属する方並びに身体障がい者
が属する世帯で調理が困難な方

1食当たり300円

お布団ふっくら
サービス事業

年2回、在宅の高齢者が
使用する寝具の衛生管理
（洗濯・乾燥・消毒）を行い
ます。

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高
齢者のみの世帯に属する方で、寝具類の衛生管
理が困難な方

無料

老人日常生活用具
給付等事業

防火などの配慮が必要な
在宅のひとり暮らし高齢
者などに対し、電磁調理
器など日常生活用具を給
付又は貸与します。

①�電磁調理器…おおむね65歳以上であって、防
火などの配慮が必要な方
②�火災報知器・自動消火器…おおむね65歳以上
であって、低所得のひとり暮らしの高齢者
③�老人福祉電話…65歳以上の所得税が課税され
ていない高齢者で現に電話を有していない方

給付の3種目については、所
得税非課税世帯は無料、課
税世帯は段階的に負担があ
ります。老人福祉電話は無
料。

家族介護用品支給
事業

重度の寝たきり高齢者を
在宅で介護している家族
に、介護用品（紙おむつ、
尿とりパットなど）を支
給します。

重度の寝たきり高齢者（介護保険制度の要介護4
又は5に該当する方）で、住民税非課税世帯に属
する高齢者を、在宅で介護している家族の方

年間75,000円を限度とし
て、介護用品を支給します。

在宅ねたきり老人
等介護者手当支給
事業

在宅で介護が必要な方を
常時介護している方に対
し、その労をねぎらうこ
とを目的として手当を支
給します。

被介護者と同居し、基準日（10月1日）前1年間、
次のいずれかに該当する方を介護している方
①�介護保険制度の要介護3以上又はそれに相当
する方
②�介護保険制度の要介護2以上又はそれに相当
する方で、認知症の状態にあり、かつ、常時介
護を必要とすると医師が認めた方
③�身体障害者手帳1種1級所持者で、常時介護を
必要とする方
※�90日を超える入院などがある場合は、対象に
なりません。

年額100,000円を支給し
ます。

いきいき介護予防
教室

高齢者が活動的で生きが
いのある生活ができるよ
うに支援するために、運
動機能や栄養の状態など
が低下してきた方を対象
に、介護予防教室（口腔機
能の向上教室、運動器の
機能向上教室、栄養改善
教室）を行います。

65歳以上の方で、介護保険の要介護・要支援の認
定は受けていないけれども、運動機能や栄養状
態あるいは口腔機能などが低下している方
基本チェックリストにより、生活機能をチェッ
クし、教室への参加が望ましいと判定を受けた
方

①笑
わ

食
く

笑
わ

食
く

教室
　（口腔機能の向上教室）
　利用料：1,000円
②はつらつ教室
　�（運動器の機能向上教室）
　利用料：�1ヵ月あたり� �

2,000円（3か月）
③栄養教室
　（栄養改善教室）
　利用料：6ヵ月2,000円
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子育て支援
子ども課子育て支援係

※�手当を受給するためには「認定請求書」の提出が
必要です。

※公務員の場合は勤務先で支給されます。
※�手当を受給中の方は、毎年6月中に現況届を提出
してください。

●次の場合は手続きが必要です。
　・出生・転入・転出・養育する児童が減ったとき
　・受給者が公務員になったとき

児童福祉� 　

対象者 中学校を卒業するまでの児童を養育してい
る方に支給されます。

支給額（月額）

3歳未満（一律）　　　�15,000円
3歳～小学校修了前
　（第1子・第2子）　　10,000円
　（第3子以降）　　　�15,000円
中学生（一律）　　　� �10,000円
※�所得制限限度額を超える場合は1人あた
り5,000円

支給時期 2月、6月、10月にそれぞれの前4か月分が支
給されます。

養護老人ホーム
いきいき長寿課高齢者支援係

　65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により、自宅において養護を受けることが困難な方が入所
（措置）できます。
　前年の所得に応じ、本人及び扶養義務者の費用負担があります。

●児童手当� 　

●児童扶養手当� 　

※手当を受給するためには子ども課で申請が必要です。ただし、一定の所得制限などがあります。
※受給権の消滅事由（婚姻等）が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。
※手当額は変動が生じる場合があります。

対　象　者 支給額（月額） 支給時期
父または母がいない家庭、父または母が一
定の障がいの状態にある家庭等で、18歳
に達する日以後の3月31日までの児童等
を監護または、養育している方（ある一定
以上の障がい児の場合は、20歳の誕生月
まで）

児童1人のとき
　全部支給される方…41,140円
　�一部支給される方…�41,130円から9,710円までの間で

細かく設定されています。
4月、8月、12月にそ
れぞれの前4か月分
が支給されます。児童2人のとき…5,000円加算

児童3人以上のとき／第3子以降1人につき…3,000円加算
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名　称 対　象　者 助成内容 備　考

子ども医療費助成 中学校3年生までの児童 医療費保険適用分全額
学校の災害共済給付を受けら
れる場合は助成対象外
所得制限なし

ひとり親家庭等
医療費等助成

父子（母子）家庭の父（母）、その者に扶養され
ている児童、又は父母のいない児童
父母…�児童が20歳になる誕生日の末日まで
児童…�18歳に達する日以後の最初の3月31

日（ある一定以上の障がい児の場合
は、20歳の誕生月）まで

医療費保険適用分の2／3
学校の災害共済給付を受けら
れる場合は助成対象外
所得制限あり

●医療費助成制度� 　

※�手当を受給するためには、子ども課で申請が必要
です。ただし、一定の所得制限などがあります。
※手当額は変動が生じる場合があります。

支給対象者
20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以
上の障がいがある児童を養育している父か
母、又は父母に代わって養育している方。

支給額（月額） 1級…1人につき50,050円2級…1人につき33,330円

●特別児童扶養手当� 　
　身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを
養育している家庭の生活の安定と児童の健やかな
成長を助けるための制度です。

※�手当を受給するためには、子ども課で申請が必要
です。ただし、一定の所得制限などがあります。
※手当額は変動が生じる場合があります。

支給対象者
身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、
日常生活において常時の介護を必要とする
20歳未満の者

支給額（月額） 1人につき…14,180円

●障害児福祉手当� 　
　在宅での日常生活において、重度の障がいゆえに
特に必要とされる介護などの負担を軽減するため
に支給する制度です。

●つどいの広場とんとん
　保護者の責任のもと、子ども同士、親同士が集い
楽しむ交流の場です。
　就学前（主に0～3歳）の親子で利用しやすいよう
に環境を整えています。
　・利用日時　�月曜日～金曜日（ゴールデンウィー

ク、年末年始はお休み）� �
午前10時～午後4時

　・場　　所　�地域ふれあい交流館2階（益城町大字
福原798番地1）

問い合わせ先
　つどいの広場とんとん　☎289-1631
◎チャイルドシート・ベビーカーの貸し出しについて
　『つどいの広場とんとん』にてチャイルドシート・
ベビーカーの貸し出しを行っております。
　このチャイルドシート・ベビーカーは、全て町内
の住民の方に無償提供いただいたものです。なお、
今後もご家庭に眠っていたり、使用していないベ
ビーカーやチャイルドシート（現在も使用が可能な
ものに限る）がありましたら子ども課まで事前にお
電話ください。

◇貸し出しができる方
　・町内在住で、就学前の子どもがいる方
　・里帰り出産のため、益城町に帰省している方
◇貸し出し期間
　原則、貸し出し期間は申込月から1年以内です。
●ファミリー・サポート・センター事業
　「子どもを預けたい方（依頼会員）」と「子どもを預
かることのできる方（協力会員）」を事務局が橋渡
し、一時的な子どもの預かりや保育施設への送迎な
ど、地域全体で子育て家庭をサポートするシステム
です。
◇利用料金
　・�利用時間　午前6時～午後10時� �
月～金（午前7時から午後7時まで）� �
1時間あたり500円� �
月～金（上記以外の時間）　1時間あたり600円� �
土・日・祝日・年末年始　1時間あたり600円

※料金は、依頼会員が協力会員に直接支払います。
問い合わせ先
　益城町ファミリー・サポート・センター事務局
　☎289-1631
●病児・病後児保育事業
　病気中（病児）・病気回復期（病後児）にあるお子さ
んの育児を仕事等の都合により家庭でできない方
のために、医療機関に併設された施設で一時的にお
預かりします。
　本事業を利用するためには、役場子ども課で事前
登録が必要です。子ども医療費受給者証及び保護者
の認印をご持参ください。
　・実施施設　�病児・病後児保育室　たんぽぽルー

ム（はがこどもクリニック内）� �
益城町宮園408番地1� �
☎289-7020

　・開所時間　�月曜日～金曜日　午前8時～午後6時
　・土��曜��日　�午前8時～午後2時（日曜・祝日・年末

年始及び併設病院が休診のときは休
室）

※�施設の利用定員は原則として4名です。利用希望
日が既に定員に達している際は、ご利用をお断り
する場合があります。

　・利用料　�1人1日あたり　2,000円� �
（5時間未満の利用は1,000円）

問い合わせ先　子ども課子育て支援係
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●ショートステイ・トワイライトステイ
　病気や出産といった理由で子どもの世話を家庭
で行うことが一時的に困難な時、児童養護施設にお
いて短期間の預かりを行います。
　利用するには子ども課で事前に申請が必要です。
（後日、利用券を発行します。）

●児童館
　児童館は、18歳までの児童が決まりを守って自由
に遊ぶことができる「子どもの遊び場」です。
また、保護者は子育てについての話をしたり、仲間
づくりをしたりして楽しい時間を過ごすことがで
きます。
※就学前の乳幼児は保護者同伴でお越し下さい。
　・開館日　月曜日～土曜日
　※�日曜・祝日・年末年始（12／28～翌年1／4ま
で）は閉館です。

　・利用時間　�（小学生以下）午前10時～午後5時、� �
（中高生）午前10時～午後6時

　※正午～午後1時は利用できません。
◎わくわくくらぶのご案内
　親子でふれあいながら活動するサークルです。一
緒に楽しみながらお子様の成長を感じてみません
か？
※�保護者会費として、乳幼児1人あたり年間1,000
円必要です。
◇活動クラスについて
　ひよこクラス：0歳児
　りすクラス　：1歳児
　ぞうクラス　：2歳以上
　・活動時間　午前10時30分～午前11時30分
　・活動場所　児童館内（ゆうぎ室）
問い合わせ先　益城町児童館
　益城町惣領1470番地（町保健福祉センター内）
　☎234-6124
●児童相談窓口
　子どもさんのことで心配なこと、気になることが
あるときは、ご相談ください。
問い合わせ先　�子ども課子育て支援係
○�児童虐待等で児童の安全や生命に関するような緊
急事態の場合は、児童相談所にご相談ください。
問い合わせ先　中央児童相談所
　平日…☎381-4451　夜間・休日…☎381-4411
＊平日（昼間）の担当窓口
（1）�「妊娠、出産、育児、女性の健康（こころ、からだ）」
問い合わせ先　�益城町健康づくり推進課健康増進係

（益城町保健福祉センター内）� �
☎234-6123

（2）�「子育てに悩んだとき」� �
「養護・虐待、不登校、非行、保健、障害等子どもに
関する各種の相談」

問い合わせ先　�子ども課子育て支援係
（3）「児童相談（不登校、いじめ、非行等）」
問い合わせ先　�益城町ふれあい福祉総合相談所（社

会福祉協議会）　☎214-5566
（4）「いじめ電話相談室」
問い合わせ先　益城町教育委員会　☎286-1770
＊�夜間・時間外の緊急時の担当窓口� �
（児童相談、児童虐待の通告）
問い合わせ先　益城町役場
　日直及び夜間警備員が対応し、必要に応じて担当
者へ連絡します。

ショート
ステイ

保護者の病気や出産、仕事等の理由で、一
時的に家庭で保育が出来ない子どもを児
童養護施設等で一時的に預かります。

トワイライト
ステイ

保護者の仕事等の理由で、平日の夜間また
は休日不在となる場合に、児童養護施設等
で一時的に預かります。

●放課後児童クラブ
　放課後児童クラブは、保護者が仕事等で家庭にい
ない場合に、授業の終了後に適切な遊びや生活の場
を与えて、子どもたちの健全な育成を図ります。
◇町内児童クラブ一覧

場所 クラブ名 問い合わせ先

広安西小学校 ひまわり育成クラブ 096-289-3077
たんぽぽ育成クラブ 096-289-4541

広安小学校 広安あすなろクラブ 090-9608-4805
広安さくらんぼクラブ 096-289-7141

益城中央小学校 中央小児童クラブ 096-286-2033

●ひとり親家庭等支援事業
◎熊本県母子家庭等就労・自立支援センター事業�
　就労講習会の開催、無料職業紹介所による就労支
援、養育費を中心とした弁護士による特別相談。
◎母子自立支援プログラム事業
　母子、寡婦家庭の方を対象に、県の福祉事務所の
女性相談員が、就労はもとより生活全般に渡ってさ
まざまなご相談に応じ、自立のお手伝いをします。
〇面接の実施
〇�地域のハローワークと連携し、就労支援はもとよ
り生活支援まで幅広く支援を行う。各ハローワー
ク、統括職業指導官が対応。

〇�自立支援のためのプログラムを策定し、継続的に
対応していく。

◎自立支援給付金事業
◇母子家庭自立支援給付金事業
　職業能力開発のための厚生労働省が指定した対
象講座を受講したものに対して、受講経費の2割相
当額を支給。
◇母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業
　修業年限2年以上の指定資格取得養成機関に在籍
する父子（母子）家庭の父母に全期間給付金を支給
する。
　・指定資格…�看護師、介護福祉士、保育士、理学療

法士、作業療法士、理容師、美容師等
◎母子寡婦福祉資金
　母子・寡婦家庭の方の生活の安定を図るため、各
種資金の貸付を低利（一部無利子）で行っています。
〇貸付金の種類
　事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得
資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活
資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金
※�熊本県が行っている事業です。詳しくは上益城福
祉事務所（☎282-0215）へお問い合わせください。

ましきまち生活便利帳 53

健
康
・
福
祉



名称 住所 定員 電話番号 平日通常保育時間（延長保育時間） 土曜日通常保育時間（延長保育時間）

第一保育所 福富651 95 286-4350 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時30分～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（延長保育なし）

第二保育所 砥川125-1 65 286-4040 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時30分～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（延長保育なし）

第三保育所 上陳361 65 286-3762 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時30分～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（延長保育なし）

第四保育所 木山567-1 95 286-3467 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時30分～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（延長保育なし）

第五保育所 福原1043 65 286-2263 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時30分～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（延長保育なし）

●町立保育所一覧� 　

名称 住所 定員 電話番号 平日通常保育時間（延長保育時間） 土曜日通常保育時間（延長保育時間）

ひろやす保育園 福富858 200 286-4400 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（午前7時～午後6時）

ひろやすにし保育園 福富969 100 286-9000 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（午前7時～午後6時）

あじさい保育園 安永447-7 100 282-8081 午前8時30分～午後4時30分
（午前7時～午後7時）

午前8時30分～午後4時30分
（午前7時～午後6時）

●私立保育所一覧� 　

保育所
子ども課保育係

　保育所は、児童福祉法に基づき、保護者が仕事な
どにより家庭で保育できない児童を、保護者に代
わって保育するところです。
●入所の条件
　入所できるお子さんは、保護者のいずれもが次の
事情で、お子さんを保育できない場合です。
①保護者が昼間、居宅外で働いているとき。
②�保護者が昼間、居宅内にいて、子どもと離れて日
常の家事以外の仕事をしているとき。
③妊娠中であるかまたは出産後間がないとき。
④�長期にわたり疾病の状態にある、または心身に障
害を有しているとき。
⑤�火災、風水害、地震などの災害の復旧に当たって
いるとき。
⑥上記に類する状態にあると町長が認めたとき。

●特別保育
①延長保育…通常保育時間外で保育を行います。
②一時保育…�一時的に保育が必要な場合に預ける

ことができます。
③障害児保育…障害の程度により受入をします。
●入所申し込み
①�4月1日以降の入園希望の児童については、広報紙
にて募集します。

②�年度途中から入園を希望する児童については随
時受付を行っておりますので、子ども課または各
保育所（園）にお問い合わせください。
●保育料
①�保育料は、児童の年齢及び世帯の諸課税額等によ
り決定されます。

②�同時に2人以上の児童が入所している場合、保育
料の減免があります。
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対象年齢:0歳から就学前

一時預かり保育あり

今､必要な保育をできる限り子どもたちへ

自然とのふれあい､リズム運動､音楽､絵画から豊かな感性と表現力を
身につけ思いやりのこころを育てる環境づくりを目指しています｡

お気軽に見学にいらしてください｡
(遠足等で外出の場合もありますので事前にご連絡をお願いします｡)

完全給食･送迎バスあり
土曜保育･延長保育あり

園児募集

上益城郡益城町広崎599-1

･096-227-9808
保育園こころ

園長　川口まり子

こころ保育園

のびのび保育で「こころ」をそだてます｡



　益城町保健福祉センターは、各種健診、予防接種、
健康づくりなどの事業及び住民の皆さんの自主的
な健康づくり活動を促進する施設としての保健福
祉機能及び、幼児から18歳までの子供たちが自由に
遊べる「児童館」、生涯学習活動、地域活動の場とし
ての「公民館広安分館」を併設しています。
　館内は、県産材の杉や桧を使用し、木の温かみに
つつまれ、木の香りが立ち込める癒しの空間として
います。
　大空間の多目的室やロビー、ラウンジまた、専門
室である調理室、工作室など、いろいろな機能を有
しており、健康づくり事業、生涯学習事業など各種
事業を展開してまいります。
　幼児から高齢者まで、すべての世代の皆様に、ご
活用いただける施設としていますので、お気軽にご
利用ください。
問い合わせ先
　益城町保健福祉センター
◇所在地
　〒861-2233
　熊本県上益城郡益城町大字惣領1470番地
　☎096-234-6123　ＦＡＸ096-289-7080
◇開館時間
○保健福祉センター
　午前8時30分～午後5時15分
○児童館
　午前10時～午後6時（中高生）
　午前10時～午後5時（小学生以下）

○公民館広安分館
　午前8時30分～午後10時
◇休館日
○保健福祉センター
　土曜、日曜、祝日、年末年始
○児童館
　日曜、祝日年末年始
○公民館広安分館
　月曜（但し祝日の場合は翌日）、年末年始
◇使用申請
　・受付場所　�保健福祉センター窓口にて使用料金

等を添えて申請
　・受付時間　平日　午前8時30分～午後5時
※電話、インターネットでの申請は出来ません。
●益城町保健福祉センター案内図

益城町保健福祉センター
益城町保健福祉センター�☎234-6123

保健福祉� 　

●�熊本高森線の惣領交差点（信号機有り）を北へ進
み、1つ目の点滅信号を右折するとすぐ右側にあ
ります。

ココ！

新生堂
薬局

ドラッグ
ストア
コスモス

文化会館

益城町
役場

広安小学校

点滅信号機

保健福祉センター

ダイソー 黒潮市場

至第二空港線

至熊本市

熊本高森線

至津森

木
山
交
差
点

至第二空港線

ＪＡガソリン
スタンド

惣領
団地

惣領郵便局
〒

第一
信金

スーパーキッド

幼稚園

惣領
神社

セブン
イレブン

ファミリー
マート

惣領交差点

益 

城 

菊 

陽 

線

入口

Ｐ

N

●町民憩の家
　町民の健康増進を目的として設置された施設で、ゆったりとくつろげるロビー、ステージを備えた80畳敷の
和室、浴場には大浴場のほかサウナ室、うたせ浴、ジェット浴などの入浴設備を備えています。
◇開館時間
　午前9時から午後9時まで（入浴は午前10時から）
◇駐車場
　駐車場（52台、うち障がい者用3台、マイクロバス用1台）�
◇利用料
区分 小人（小学生以下） 大人（中学生から64歳まで） 老人（65歳以上）
町内 100円 200円 100円
町外 150円 300円 300円
◇所在地
　〒861-2221
　熊本県上益城郡益城町大字赤井2167番地
　☎096-286-4193
問い合わせ先
　福祉課福祉係
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