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福智のシンボル
It's just good! Fukuchi Life
［１］福智山
町名の由来でもあり、町の象徴と

FUKUCHI DATA

もいえる存在の山。標高 901ｍ。

（令和２年３月１日現在）

［２］白糸の滝

人口 ２２,６０９人

北九州国定公園内にある上野峡

（男性）
１０,７４２人（女性）
１１,８６７人

を代表する落差約 25 ｍの滝。

世帯 １１,１９８世帯

［３］虎尾桜
推定樹齢 600 年以上、福智山に
咲く県内最大最古のエドヒガン。
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３

４
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心のゆとりを楽しむ
ちょうどいい福智の生活

面積 ４２．
０６k㎡

ライフスタイルや趣味の選択肢が広がる。
自然との距離が近い分だけ、自分ならでは
の自由が楽しめる〝ふくち暮らし〟

［４］迎接の藤
定禅寺の境内に咲く樹齢 500 年
余の県指定天然記念物の大藤。
［５］彦山川
福智町の中央をゆったりと貫流す
る遠賀川水系の一大支流。
［６］福天
幸運を招く福智町のマスコット

福智のみどころ

［１］上野焼窯元
400 年以上の伝統を誇る上野焼。
町内におよそ20の窯元が点在。
［２］鷹取山
福智山の支峰でかつて堅固な鷹
１

２

３

取城があった山頂。標高 633ｍ。
［３］興国寺
安国寺第一位の寺で、数々の寺
宝を残す足利尊氏ゆかりの古刹。
［４］赤レンガ記念館
三菱方城炭鉱の坑務工作室。国
登録文化財で近代化産業遺産。

「へいちく」の愛称で親しまれ、地元のマイレールとして欠かせない平成筑豊鉄道に豪華観光列車「ことこと列車」が仲間入り。

自 分 にとってゆとり ある 場 所

で、ゆとりある暮らしを送る…。

そんな生活こそが真の豊かさ。都

会に限らず、
自分が輝ける場所が、

幻想的なホタルの乱舞。

自分にとっての世界の中心です。

８

いま地方が見直され、一極集中か

７

八幡ＩＣ
（九州自動車道）
・金剛ＩＣ
（北
九州都市高速道路）
から約20分

ら分散の時代になりました。豊か

福智川で夏の夜に浮かび上がる

さの答えも一つではなく、価値観

［８］ホタルの乱舞

総降水量 １,８９４㎜

も 生き方 も 多 様 化、選 択 肢 も 広

最低気温 ー２．
３℃

ＪＲ博多駅から金田駅まで約90分
ＪＲ小倉駅から金田駅まで約70分

がりを見せています。

現存する横穴群で国指定の史跡。

福岡県のハートの位置にある福

横穴墓 222、墳丘12が密集して

最高気温 ３５．
８℃

智町は、都会ともほどよい距離に

平均気温 １７．
６℃

ある自然豊かな環境が特徴。自然

［７］城山横穴群

福岡空港から一般道を利用して約
60分
北九州空港から高速道路を利用し
て約40分

との距離が近い分、暮らし方や趣

光陽を顕彰したスポット。

（令和元年度）

FUKUCHI ACCESS

味の選択肢も多いのが、福智暮ら

福智町出身の童謡作曲家・河村

FUKUCHI WEATHER
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然の大杉があるパワースポット。
［６］協奏の庭

しの魅力です。心のゆとりを生む、

６

ちょうどいい福智暮らしで、都会

５

以上のワークライフバランスを実

４

現させてください。

県指定文化財の梵字曼荼羅や天

ふくち暮らしという選択

［５］岩屋権現
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定住促進奨励事業

コンビニ納付・交付サービス

新築で最大150万円交付

Information

24時間いつでも便利で簡単

子育て世帯（※）が新築住宅を

公共料金収納端末が設置され

取得した場合に100万円（町内業

ている全国のコンビニエンスストア

住まい

者利用時▶加算 50万円）
、中古
住宅を購入した場合は購入費の１

生活情報

で、福智町の公共料金( 一部を除く）
を納付できます。
（手数料▶無料）

／２
（上限50万円）を交付します。

また、マイナンバーカードを利用

※ 交付申請時に夫婦等の年齢の

して、住民票や戸籍、各種証明書

合計が 80 歳以下、またはひとり

などもキオスク端末が設置されて

親で15 歳未満の子がいる場合な

いるコンビニエンスストアで取得で

ど諸条件があります。

きます。
（交付・証明手数料▶有料）

問 福智町役場 住宅課

問 福智町役場 総務課
It's just good! Fukuchi Life

☎ 0947-22-7768

It's just good! Fukuchi Life

☎ 0947-22-0555

空き家等解消支援奨励事業

浄化槽設置整備補助事業

空き家バンク制度

防災行政無線

予防接種費用助成事業

マイナンバーカード交付申請費用補助

空き家解体を半額助成

浄化槽設置を補助

売買・賃貸をマッチング

災害時の通信連絡

予防接種費用を助成

カード申請が無料

町内業者による空き家等の解体

町内の専用住宅に浄化槽を設置

町内にある空き家や土地等の物

災害時における通信連絡の確保

定期・臨時・行政措置等の予防

マイナンバーカードの取得申請

や片付けを行った場合に、解体経

する場合、
その設置費の一部を補助

件情報登録や情報発信を行ってい

と災害情報の伝達のほか、定時の

接種にかかった費用の全部または

を、役場本庁１階の証明写真機か

費の１／２
（上限50万円）
、片付け

金として交付します。人槽区分によ

ます。町有地を除き、全て町と協

一般放送などを行っています。放

一部を助成しています。町指定の

ら直接行う方に、申請費の全額を

経費の１／２
（上限10万円）
を助成。

り上限 33 万２千円～ 93 万９千円。

定を結んだ不動産取引事業者がご

送された直近の内容は電話でも確

医療機関以外で接種する場合は、

カード交付時に補助しています。

空き家バンク登録物件等が対象。

※ 汚水処理施設地域を除く

契約を仲介しますので安心です。

認できます。
（☎ 0947-22-0560）

必ず事前にご連絡ください。

※インターネット申請は無料です。

問 福智町役場 防災管理・管財課

問 福智町役場 住民課

問 福智町 まちづくり総合政策課

問 福智町役場 防災管理・管財課

問 コスモス保健センター

問 福智町役場 総務課

☎ 0947-22-7771

☎ 0947-22-7761

☎ 0947-22-7766

☎ 0947-22-7771

☎ 0947-28-9500

☎ 0947-22-0555

名称

事業概要

お問い合わせ先

住宅改修工事費補助事業

建築物の維持や機能向上を目的に、町内業者により施工され
た改修工事費の１／10を補助金として交付。
（上限 10万円）

☎ 0947-22-7768

木造戸建て住宅耐震改修
工事費補助事業

昭和 56年５月31日以前に建築された木造戸建住宅の耐震改
修工事費の２／10を補助金として交付。
（上限30万円）

移住・定住促進ポータルサイト
「ちょうどいい ふくち暮らし」

空き家バンクによる町内物件の情報や、移住・定住に関する情
報を発信。町公式ホームページでも町有地の分譲情報を公開。

名称

事業概要

お問い合わせ先

福智町役場 住宅課

ごみガードネット購入費
補助事業

ごみガードネットの購入費の１／２（上限 800 円）を補助して
います。※１世帯につき１枚限り

☎ 0947-22-7761

福智町役場 住宅課

生ごみ処理機（電動処理機）
設置補助事業

生ごみ処理機の購入費の１／２
（上限２万円）
を補助しています。
※１世帯につき１台限り

☎ 0947-22-7761

生ごみ処理容器（コンポスター）
設置補助事業

生ごみ処理容器の購入費の１／２を補助しています。
※１世帯につき１台限り

☎ 0947-22-7761

資源物集団回収奨励事業

住民団体（事前登録済）が資源ごみの集団回収を行い、町指定
の回収業者が買い取った場合、資源物に応じて奨励金を交付。

☎ 0947-22-7761

犬及び猫の不妊去勢手術費
補助事業

飼い犬（畜犬登録済）や飼い猫の不妊去勢手術費を一部補助。
犬：♂７千５百円・♀１万２千円、猫：♂５千円・♀９千円

☎ 0947-22-7761

☎ 0947-22-7768
福智町役場 まちづくり総合政策課

☎ 0947-22-7766

空き家相談窓口

空き家所有者等を対象に、空き家に関する相談に応じ、適切
な助言や援助を行います。

福智町役場 防災管理・管財課

移住・定住相談窓口

移住希望者等を対象に、移住・定住に関する相談に応じ、適
切な助言や援助を行います。

福智町役場 まちづくり総合政策課

☎ 0947-22-7771
☎ 0947-22-7766

がん検診費助成事業
（子宮頸がん・乳がん）
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Information

福智町役場 住民課
福智町役場 住民課
福智町役場 住民課
福智町役場 住民課
福智町役場 住民課

国の事業の一環として、子宮頸がん・乳がん検診の対象年齢
の方に、無料クーポン券とがん検診手帳を配布しています。

コスモス保健センター

葬祭支援事業

会葬礼状、会葬御礼用品、霊柩車、写真、司会の手配等、葬
儀一式の相談に応じ、必要な援助を実施。
（地元協力も必要）

福智町社会福祉協議会 地域福祉課

福祉バス運行

町内の５つのルートで無料の巡回バスを運行。ただし小学生
～高校生のご乗車は、保護者同伴または許可証が必要です。

福智町社会福祉協議会 地域福祉課

救急医療体制（夜間・休日）

田川地域の急病患者の応急診療を確保するため、当番医によ
る平日夜間および休日の診療を受け付けています。

田川地区急患センター

☎ 0947-28-9500
☎ 0947-22-3778
☎ 0947-22-3778
☎ 0947-45-7199
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福智町しごと相談窓口

Information

〝働きたい〟を全面的にサポート

Information

福智町役場の２階に設置
している「福智町しごと相談

特産品
特産米

同等の求人情報の閲覧が可
能です。専門職員が常駐し、

上野焼

彦山川水系の清流と福智山麓か

豊前小倉藩主・細川忠興が李朝

ら広がる肥沃な大地で育てられた

陶工・尊楷を招き1602 年に福智山

福智の特産米。
「上野の里米」
「弁

麓で開窯した国焼茶陶。国の伝統

天米」
「ほうじょう米」があります。

的工芸品に指定されています。

就業相談をはじめ就業セミ
ナーや就業訓練などの受講
もサポート。求職活動証明
の発行も行っています。
問 福智町しごと相談窓口
It's just good! Fukuchi Life

あまおうイチゴ

移住支援金事業

起業・経営支援

企業誘致事業

移住者へ支援金を交付

専門家が経営を支援

固定資産税を３年間免除
合、投下固定資産総額の５／100
（上

要件を満たして働く場合に移住支援

をはじめ、事業計画の作成や販路

限３億円）
を３年の範囲内で交付。新

金を交付。夫婦での移住は100 万

の拡大など、経営指導員や専門家

規雇用者が町内居住し１年以上雇用

円、単身は60 万円、独身は対象外。

による経営支援を行っています。

された場合は１人あたり50万円交付。

明治時代からの歴史を重ねる山

問 福智町 まちづくり総合政策課

問 福智町商工会

問 福智町 まちづくり総合政策課

☎ 0947-22-7766

☎ 0947-28-5055

☎ 0947-22-7766

赤池梨

白い果肉のなめらかな食感が人気

圧倒的な評価を誇る「博多あまお

肌栽培による高品質な「赤池梨」
。

の「とよみつひめ」
。福岡ブランド

う」
。みずみずしい果汁と上品な

サクッとした歯ざわりと口に広が

で、高糖度の甘熟フルーツです。

甘み、芳醇な香りが特徴です。

る果汁と甘さが自慢の逸品です。
名称
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企業が町内に工場等を設置した場

創業、金融、税務、労務等の相談

イチゴの全国ブランドの中でも

福智名物方城すいとん

起業希望者や経営者を対象に、

ち、県の定める就業・起業に関する

従来のイチジクにはない肉厚で

名産品販売「福天小槌」

It's just good! Fukuchi Life

☎ 0947-85-8405

東京圏から町内に転居した人のう

とよみつひめイチジク

仕事・就農

窓口」では、ハローワークと

ふくち☆リッチジェラート

町の名産品をそろえたお得な通

三菱方城炭鉱で起きた国内最大

福智産素材をぜいたくに使用し

販サイト。お中元やお歳暮などの

の炭鉱爆発事故「方城大非常」の

た濃厚でリッチな口どけが自慢の

贈答に対応し、お持ち帰りも可能

際、孤児に振る舞われたのが起源。

ジェラート。福智ブランドとして

です。地域貢献事業も随時実施。

現在ご当地グルメとして展開中。

開発された超人気の特産品です。

事業概要

農業次世代人材投資資金
（準備型）事業

福岡県が認める就農に向けた研修を受ける場合に年間150万
円（最長２年間）を給付。就農予定時年齢が50歳未満で、県
が認める研修機関等で概ね１年以上の実績を有し、研修後１
年以内の就農予定者を対象。事前審査あり。

農業次世代人材投資資金
（経営開始型）事業

独立や自営の新規就農で経営が安定するまでの間、年間最大
150万円を最長５年間給付。就農時年齢が50歳未満で、就
農５年後の自立計画を有し、町のプランに位置づけられてい
る人を対象。夫婦で就農する場合は合わせて1.5人分を交付。

農業振興事業費補助金

町長が認定した町内農業者や農業団体等を対象に、農業に関
する生産振興、有害対策、機械導入、環境保全等を図るため、
指定事業の実施内容に応じた補助金を交付。

就農相談窓口

新規就農を目指す希望者のみなさんの各種相談を受け付け、
適切な助言等を行っています。

お問い合わせ先
福智町役場 農政課

☎ 0947-22-7767

福智町役場 農政課

☎ 0947-22-7767

福智町役場 農政課

☎ 0947-22-7767
福智町役場 農政課

☎ 0947-22-7767
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保育料の減免

産後ケア事業

第３子以降保育料完全無料

Information

福智町では、第１子・第

産後４か月未満の赤ちゃんと

２子の年齢や世帯の所得に

ママで、体調や育児に不安があ

子育て

関わらず、第３子以降の保
育料を完全無料化していま

Information

結婚・出産

る方を対象に、町指定の助産
所等でショートステイ（３食付）

す。
（おやつ代やおかず代な

やデイケア（１食付）
、母乳育児

どの「副食費」を含む）
。さ

相談を利用できます。利用の際

らに、所得の階層区分を町

には事前にご相談ください。

独自に細分化して保育料の

※ 母子手帳交付の際に保健師

減免を実施しています。

より説明します。

問 福智町役場 福祉課

問 コスモス保健センター

☎ 0947-22-7763

It's just good! Fukuchi Life

地域子育て支援センター

病児病後児保育利用費補助

子ども医療費助成制度

ブックスタート事業

乳児家庭全戸訪問事業

妊婦健康診査費助成事業

子育て家庭をバックアップ

施設利用料など全額助成

中学３年まで医療費無料

絵本で育む機会をお届け

保健師が全世帯を訪問

対象の妊婦健診を助成

福智町に住所がある方が厚生労

子どもの疾病の早期発見と早期

すべての赤ちゃんと保護者が絵

生後４か月までの赤ちゃんのい

母子健康手帳と福智町発行の

就学前の幼児や保護者同士の交流

働省令で定められた施設で病児病

治療を促進するため、０歳から中

本を介して、心ふれあうひと時を

るすべての家庭に保健師等が訪問

妊婦健康診査補助券を交付されて

の場として、育児相談や情報提供、

後児保育を利用した場合、その利

学３年生までを対象として、医療

持つきっかけを届ける事業として、

し、不安や悩み等の相談に応じて、

いる妊婦さんが、対象となる妊婦

子育てサークルの育成支援を実

用料と医師連絡票の作成に要した

機関で受診した場合に、医療費の

生後４～５か月児健診時に、絵本

育児支援の情報を提供。支援グッ

健康診査を受診した場合、１人に

施。月曜日～金曜日（祝日を除く）
。

費用の全額を補助します。

自己負担額の全額を助成します。

２冊をプレゼントしています。

ズの配布も行っています。

つき14 回分の助成を行います。

地域子育て支援センターでは、

It's just good! Fukuchi Life

☎ 0947-28-9500

問 地域子育て支援センター

問 福智町役場 福祉課

問 福智町役場 住民課

問 福智町教育委員会 生涯学習課

問 コスモス保健センター

問 コスモス保健センター

☎ 0947-22-2401

☎ 0947-22-7763

☎ 0947-22-7761

☎ 0947-28-2855

☎ 0947-28-9500

☎ 0947-28-9500

名称

事業概要

お問い合わせ先

児童手当

０歳から中学校修了前の子どもを養育している方に、政令に定
められた月額を支給します。

☎ 0947-22-7763

児童扶養手当

離婚や死別によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じく
していない18 歳までの子どもを養育している方に支給します。

乳幼児健康診査

４～５か月児、７～８か月児、１歳６か月児、３歳児の定期健診
で子育て支援グッズを配布しています。対象者には個別に通知。

ひとり親家庭等医療費
助成制度

18 歳になる年度末までの子を扶養しているひとり親家庭等を対
象として、医療費の自己負担額の一部を助成。
（所得制限有り）

幼児教育・保育の無償化

国の事業の一環として、満３歳～就学前の幼児を対象に、私立
幼稚園の保育料などの一部を減免しています。
（所得制限等有り）

福智町教育委員会 学校教育課

子育て支援講座

講演会や観劇会、絵本や紙芝居の読み聞かせ、リズム遊び等
の親子の遊びを随時開催しています。

福智町地域子育て支援センター

ファミリーサポート事業

子育てサポーター養成講座を修了した「まかせて会員」の家庭
による有料（時間制）の託児サービス。
（対象▶６か月～小学生）

福智町社会福祉協議会

小児救急医療体制（平日夜間）
小児救急医療体制
（土曜夜間・休日）
09

産後の母親の不安や負担をケア

平日夜間における小児急病患者の応急診療を実施。
（受付時間：18 時～ 21時 30 分）
土曜夜間・休日（日・祝日）の小児急病患者の応急診療を実施。
（受付時間 ：９時～11時30分／ 13時～16時30分／ 18時～22時30分）

福智町役場 福祉課
福智町役場 福祉課

☎ 0947-22-7763
コスモス保健センター

☎ 0947-28-9500
福智町役場 住民課

☎ 0947-22-7761
☎ 0947-22-1192
☎ 0947-22-2401

名称

事業概要

お問い合わせ先

風しん予防接種
（妊娠希望者等）
助成事業

風しん予防接種の費用を助成します。
（１人１回限り）
※事前に申請が必要です。

コスモス保健センター

未熟児養育医療給付事業

出生時体重 2,000g 以下の場合など、医師が入院養育を必要
と認める未熟児に対し、
養育に必要となる医療費の一部を給付。

コスモス保健センター

母子栄養食品（ミルク）
支給事業

生活保護世帯や非課税世帯を対象として、訪問・面談・相談・
健診等の際に、妊娠中に１回、出生後に４回のミルクを支給。

コスモス保健センター

妊娠・出産・子育て
相談センター

妊娠から子育てまでの期間を、福智町の担当保健師が切れ目
ないサポートを実施しています。

コスモス保健センター

０歳児の赤ちゃんとママを対象に、子育て支援員やママ同士
と育児の情報交換できる場として毎週火曜日・木曜日に開催。

コスモス保健センター

結婚アドバイザーによる結婚相談や仲介、婚活サポートを行っ
ています。結婚相談は毎月第１・第２・第４土曜日に実施。

福智町社会福祉協議会 総務課

ゆるーくママ
（０歳児限定親子交流）
結婚相談センター「赤い糸」

☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-22-6631

☎ 0947-22-3778
田川市立病院

☎ 0947-44-2100
田川地区急患センター

☎ 0947-45-7199
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運動・健康づくり教室

福智町図書館・歴史資料館「ふくちのち」

体力の向上と健康の増進

Information

健康のためには運動・栄

福智の「知」の向上や本や

養・休養が大切。軽い運動

人との出会いを目的に平成

活動・体験

やストレッチなどを専門の
講師が指導し、自主運営に
ログラムを実施しています。

器をそろえたものづくり工

コスモス保健センターには

房やキッチンスタジオ、カ

トレーニングルームも完備

フェなどが充実。企画イベ

し、１時間100 円で利用可。

ントも随時開催しています。

問 地域包括支援センター

問 図書館・歴史資料館ふくちのち

上野焼作陶体験

観光ガイド事業

B＆G 水泳教室

世界にひとつだけの器

ふくち案内人がガイド

教育

施設。図書館・歴史資料館
機能をはじめ、最新工作機

It's just good! Fukuchi Life

Information

29 年に開設した多機能型

よる健康増進や介護予防プ

☎ 0947-28-9502

☎ 0947-28-2855

It's just good! Fukuchi Life

少人数学級編制

完全学校給食

ふれあい塾

温水プールで年中利用可

個に応じた細やかな指導

安全な給食で食育を推進

生きる力育む宿泊研修施設

上野焼窯元が手ほどきする作陶

福智町観光ガイドのふくち案内

25 ｍの 6 コースと幼児用プー

町が独自に講師を採用し、少人

安全でおいしい給食を子どもた

福岡ドームに匹敵する広大な敷

体験。25 人まで体験可能で「ろく

人が町内の名所や観光スポットを

ルを備えた屋内温水プールでの健

数学級を編制。生徒の習熟度など

ちに届けるため、高レベルでの衛

地を誇る三角柱の建物が特徴的な

ろ」と「てびねり」から選べます（要

事前依頼を受けて解説。観光バス

康・運動プログラムを開催。子ど

に合わせた授業の導入により、そ

生管理や栄養管理を徹底し、小・

宿泊研修施設で、児童の通学合宿

事前予約）
。次世代につなぐため

ツアーの案内や企画イベントでの

も水泳教室をはじめ、
カヌーやボー

れぞれの原石をみがく「個」に応じ

中・義務教育学校での完全給食を

等を実施。キャンプ場も整備され、

子育連事業でも作陶教室を開催。

案内も行っています。

ト教室などもシーズン開催。

たきめ細かな指導を行っています。

実施。週３回は米飯メニュー。

合宿期間中以外は一般利用も可能。

問 上野焼協同組合

問 福智町役場 まちづくり総合政策課

問 B＆G 海洋センター

問 福智町教育委員会 学校教育課

問 学校給食センター

問 ふれあい塾

☎ 0947-28-5864

☎ 0947-22-7766

☎ 0947-22-5868

☎ 0947-22-1192

☎ 0947-22-0463

☎ 0947-22-5400

名称
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福智の
「知」
を創造する町の拠点

事業概要

お問い合わせ先

コミュニティカフェ推進事業

高齢者等の閉じこもり予防なども視野に入れながら、誰もが気
軽に集まれる世代間交流拠点としてカフェを展開しています。

福智町社会福祉協議会 地域福祉課

文化・芸術振興活動

福智町文化連盟には約90 の団体や教室が加盟し、1200人以
上の会員が活動。福智町文化祭を中心としたイベントを開催。

福智町教育委員会 生涯学習課

スポーツ振興活動

福智町体育協会には約50団体が加盟し、町代表選手の支援、
カローリングやグラウンドゴルフ大会の開催等を実施しています。

福智町教育委員会 生涯学習課

パソコン教室

18 歳以上を対象に、
操作スキルの向上を図るため、
約１ヶ月
（５
日間程度）の短期集中講座を実施。
（実施時期確定後に受付）

福智町教育委員会 生涯学習課

運動普及活動

健康づくり運動普及推進員連絡協議会が住民の健康増進と体
力維持向上を目的に、地域住民への運動指導を行っています。

コスモス保健センター

食生活改善活動

食生活改善推進会が、食生活を通して健康づくりを広めるこ
とを目的に、各種料理教室等を開催しています。

コスモス保健センター

日本語教室

外国人同士の交流の場として、日本語を学びながら仲間づく
りを実施。

福智町社会福祉協議会 地域福祉課

平成筑豊鉄道車両運転体験

平成筑豊鉄道の車両を実際に運転できる体験。10～25人の
団体で９歳以上が対象。予約や料金はお問い合わせください。

平成筑豊鉄道株式会社

落雁ワークショップ

楽心堂本舗による色鮮やかな落雁を使用したお供え物作り体
験。10 人～ 30 人が対象で、事前予約が必要です。

☎ 0947-22-3778
☎ 0947-22-1521
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-28-4100
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-22-3778
☎ 0947-22-1000
楽心堂本舗 株式会社

☎ 0947-22-7288

名称

事業概要

お問い合わせ先

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

放課後に保護者が就労で家庭にいない児童を対象に生活の場
を提供し、指導員が健全育成を図っています。最長18 時まで。

☎ 0947-22-7403

奨学金給付制度
（田川地域広域実施）

成績が優秀でも経済的な理由で大学等への進学が困難な方に
対し、学資を奨学金として給付しています。
（原則返還不要）

福智町教育委員会 学校教育課

就学援助制度

経済的理由によって就学困難と認められる場合に、児童・生徒
の学用品費・校外活動費・給食費等の一部を助成。

福智町教育委員会 学校教育課

国内交流事業（沖縄県中城村）

小学５・６年の希望児童を対象に、兄弟都市の沖縄県中城村の
子どもたちと相互ホームステイし、異文化や歴史を体感します。

福智町教育委員会 生涯学習課

子ども会育成連合会事業

マラソン大会やフットサル大会、体験学習や研修会などを開
催。町内の各地域でも子ども会活動が行われています。

福智町教育委員会 生涯学習課

青少年育成町民会議事業

夏と冬に開催する宿泊型体験学習「少年のバス」をはじめ、親
子で楽しむ夕べや講演会、少年の主張大会等を開催。

福智町教育委員会 生涯学習課

学校連携事業

福智町図書館・歴史資料館と小中学校が連携し、九州国際大
学とも協定を結び、児童生徒の視野を広げる取り組みを実施。

図書館・歴史資料館ふくちのち

サマースクール「かえるの学校」

共働き世帯等の小学１～３年生を対象に、夏休み期間中開催
するサマースクール。福祉教育や団体生活で協調性を育成。

福智町社会福祉協議会 地域福祉課

世界各国の子どもたちが小学４～６年生の児童のいる家庭にホー
ムステイ。言葉や習慣の違いに触れ、国際的な感性を育みます。

福智町役場 まちづくり総合政策課

国際交流事業
（APCCブリッジサマーキャンプ）

児童センター

☎ 0947-22-1192
☎ 0947-22-1192
☎ 0947-22-1521
☎ 0947-22-1521
☎ 0947-22-1521
☎ 0947-28-2855
☎ 0947-22-3778
☎ 0947-22-7766
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補装具費支給制度

地域包括支援センター

補装具費用の全額や一部を支給

Information

身体上における障害を補

高齢者の自立と福祉を包

う用具の購入や修理に要し

括的に支援します。状況等

障害者福祉

た費用の全部または一部を
支給します。例えば、聴覚

Information

高齢者福祉

に応じ「配食サービス」
「紙
おむつ給付」
「寝具洗濯乾

障害の場合は補聴器、視覚

燥消毒サービス」
「緊急通

障害の場合は盲人用杖や矯

報システム設置」
「外出支

正眼鏡、肢体不自由の場合

援」等を実施。また、認知

は義肢や電動車いすなどが

症サポーター養成講座等を

該当します。

開催しています。

問 福智町役場 福祉課

問 地域包括支援センター
It's just good! Fukuchi Life

☎ 0947-22-7763

☎ 0947-28-9502

It's just good! Fukuchi Life

自立支援医療給付制度

障害者日常生活用具給付事業

重度障害者医療費助成制度

高齢者大学

地域支え合い体制づくり事業

在宅介護支援センター

更正医療費を助成

障害の種類により用具給付

医療費の自己負担を軽減

豊かな人生培う生涯学習

ひとり暮らしでも安心

24時間相談受付

疾病の早期発見と早期治療を

楽しみながら知識や教養を身に

ひとり暮らし高齢者等の要支援

手術等によって障害の程度を軽

重度の障害がある方等を対象

高齢者や介護者の相談に 24 時

減、もしくは障害の進行を防ぐこ

に、日常生活上で自立した生活を

促進するため、重度の障害がある

付け、心豊かな人生を送ることを

者を地域住民の協力で自主的に見

間受付。
（必要の際は家庭も訪問）

とが可能な場合や精神疾患のため

容易にするための用具を給付しま

方が医療機関で受診した場合に、

目的として、50 歳以上の方を対

守る体制づくりを推進。共に支え

【金田】22-6767（社会福祉協議会内）

に持続的な通院を必要とする場合、

す。障害の種類、程度等により給

外来の自己負担額を全額、入院の

象に、週１回の一般教養講座や専

合う地域を目指し、地域で住民福

【赤池】22-6556（慈恵苑内）

医療費の全額、または一部を助成。

付対象となる品目が異なります。

自己負担額の一部を助成します。

門講座のほか、バス研修等を実施。

祉座談会を実施しています。

【方城】22-9077（田んぼ園内）

問 福智町役場 福祉課

問 福智町役場 福祉課

問 福智町役場 住民課

問 福智町教育委員会 生涯学習課

問 福智町社会福祉協議会

問 地域包括支援センター

☎ 0947-22-7763

☎ 0947-22-7763

☎ 0947-22-7761

☎ 0947-28-4100

☎ 0947-22-3778

☎ 0947-28-9502

名称
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ケースに応じたサービスと支援

事業概要

お問い合わせ先

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20 歳未満の子を養育している場合
に、中度（２級）
・
重度（１級）
の区分に応じて支給。
（所得制限あり）

☎ 0947-22-7763

障害者等福祉サービス事業

状況等に応じて、在宅介護や施設入所、就労支援等のサービ
スを利用できます。
（種類によっては障害支援区分の認定が必要）

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳（聴覚障害）の交付対象とならない18 歳未満の
難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成。※ 諸条件あり

☎ 0947-22-7763

障害児（者）日中一時支援事業

介護する家族に代わって日中における障害者等の介護サービ
スを行います。
（心身の状況によって利用日数の制限あり）

☎ 0947-22-7763

障害児福祉サービス事業

障害のある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に
応じて専門的な支援を行います。

☎ 0947-22-7763

手話通訳者・要約筆記奉仕員
派遣事業

公的機関等での手続きや職業・教育等に関連することで、通
訳等が必要な場合に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣。

☎ 0947-22-7763

障害者移動支援事業

該当する障害者等が、外出の際に個別的支援が必要な場合に、
原則マンツーマンによる移動支援を実施。

☎ 0947-22-7763

障害者自動車運転免許取得費
助成事業

該当する障害者等が社会参加のために免許を取得しようとす
る場合に、
免許取得に要した費用の一部を助成。
（上限 10 万円）

☎ 0947-22-7763

身体障害者用自動車改造費
助成事業

該当する障害者等が所有する自動車のハンドル・アクセル・ブ
レーキ等を改造した場合、
改造費の一部を助成。
（上限10万円）

☎ 0947-22-7763

福智町役場 福祉課

名称

敬老事業
（敬老祝金・記念品贈呈）

事業概要

お問い合わせ先

70 歳以上の方に敬老祝い金 2,000 円を支給。70 歳以上の方
を招いて敬老会を年１回開催し、参加者には記念品を贈呈。

☎ 0947-22-7763

福智町役場 福祉課

福智町役場 福祉課

高齢者インフルエンザ予防接
種費用助成事業

概ね 65 歳以上を対象に町指定医療機関でインフルエンザの
予防接種をした場合、接種費用の一部を助成。
（１人１回限り）

コスモス保健センター

福智町役場 福祉課

高齢者用肺炎球菌ワクチン接種
費用助成事業

65 歳以上の指定年齢に達する方が肺炎球菌ワクチンを接種
した場合、その費用の一部を助成しています。
（１人１回限り）

コスモス保健センター

救急医療・介護情報キットの配布

万一の緊急時に、持病や緊急連絡先などの重要な情報を医療
従事者に確実に伝えるための救急医療情報キットを配布。

地域包括支援センター

高齢者生きがいデイサービス事業

引きこもり防止のため、
生活指導、
健康状態の確認、
入浴、
給食、
レクリエーション等を行うデイケアサービスを実施。

地域包括支援センター

高齢者等 SOSネットワーク
事業（事前登録制度）

認知症等による行方不明などの問題発生時に、事前登録情報
をもとに関係機関と連携した早期発見・保護につなげます。

地域包括支援センター

ふれあい交流事業

60 歳以上を対象に、隣保館や集会所等で地域の世話人の方
が中心となり、健康や生きがいづくりを自主交流として実施。

生活ボランティア推進事業

日常生活のちょっとしたお困りごとについて、ボランティア養
成講座を受講したボランティア員が、在宅支援を行います。

福智町社会福祉協議会 地域福祉課

介護レスキュー事業

高齢者世帯や独居障害者を対象に、突然の疾病や入院等の際
に必要な介護や生活支援を行います。１時間以内 1,800 円。

福智町社会福祉協議会 介護支援課

☎ 0947-22-7763

福智町役場 福祉課
福智町役場 福祉課
福智町役場 福祉課
福智町役場 福祉課
福智町役場 福祉課
福智町役場 福祉課

☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9502
☎ 0947-28-9502
☎ 0947-28-9502
ほのぼの館

☎ 0947-22-6290
☎ 0947-22-3778
☎ 0947-22-7227
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TOWN MAP
69

It's just good! Fukuchi Life

ワィ・ワィ・ワ広場

総合保健施設 コスモス

上野の里ふれあい交流会館

「図書館・歴史資料館ふくちのち」前にあ

診療所、保健センターや地域包括支援セン

上野焼を展示販売する上野焼陶芸館な

ター等の複合施設。
トレーニングルームも完備。

どが並ぶ上野地区を代表する施設。

る広場。一角の遊具も子どもたちに人気。
■ 保育所・幼稚園
1 神崎保育園
2 第一保育所
3 福智中央保育園
4 宝見保育園
5 そよ風保育園
6 金田保育園
7 ぎんなん保育園
8 すずらん保育所
9 市場保育所
 上野保育所
 中尾保育所
 赤池保育所
 認定こども園 ひらばる幼稚園
■ 小中学校
 市場小学校
 上野小学校
 金田小学校（2020年7月まで）
 伊方小学校
 弁城小学校
 赤池中学校
 金田中学校（2020年7月まで）
 方城中学校
 金田義務教育学校
■ 福祉施設
 児童センター
 地域子育て支援センター
 地域包括支援センター
■ 診療所
 コスモス診療所
 方城診療所

15

☎ 0947-22-3399
☎ 0947-22-4476
☎ 0947-22-0450
☎ 0947-22-4435
☎ 0947-22-3653
☎ 0947-22-0435
☎ 0947-22-0253
☎ 0947-22-5177
☎ 0947-28-2635
☎ 0947-28-2244
☎ 0947-28-3073
☎ 0947-28-2257
☎ 0947-22-5622

☎ 0947-28-2009
☎ 0947-28-2133
☎ 0947-22-0061
☎ 0947-22-0127
☎ 0947-22-0129
☎ 0947-28-2117
☎ 0947-22-0136
☎ 0947-22-0237
（2020年８月以降）

福智町神崎 1716-1
福智町弁城 1840-4
福智町伊方 4491-2
福智町金田 1336-2
福智町金田 273
福智町金田 958-6
福智町伊方 3958-1
福智町伊方 4448
福智町市場 692
福智町上野 2197
福智町赤池 418-47
福智町赤池 859
福智町金田 275-154

福智町市場 334
福智町上野 2622
福智町金田 962
福智町伊方 3922
福智町弁城 1936
福智町市場 336
福智町神崎 918
福智町伊方 3862
福智町金田 1283

■ 福智町役場
 本庁
 赤池支所
 方城支所

62

☎ 0947-22-0555
☎ 0947-28-2004
☎ 0947-22-0520

福智町金田 937-2
福智町赤池 970-3
福智町弁城 2237-1

15

☎ 0947-28-5055

福智町赤池 968

■ 保健センター
 コスモス保健センター
 金田保健センター
 方城保健センター

☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500
☎ 0947-28-9500

福智町赤池 970-1
福智町金田 1271
福智町弁城 2239-10

60

19 14

9

25 26 51 64

☎ 0947-28-4100
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-22-4300

☎ 0947-28-2083
☎ 0947-22-0242

福智町伊方 4488-1
福智町弁城 2239-10
福智町赤池 970-1

福智町赤池 970-1
福智町弁城 2239-10

■ 教育施設
 学校給食センター
 ふれあい塾
 図書館・歴史資料館ふくちのち
 埋蔵文化財センター

☎ 0947-22-0463
☎ 0947-22-5400
☎ 0947-28-2855
☎ 0947-28-9111

福智町弁城 4187
福智町神崎 1094-1
福智町赤池 970-2
福智町赤池 970-2

■ スポーツ施設
 屋内競技場（金田ドーム）
 金田体育館
 方城体育館
 赤池体育センター
 金田体育センター
 弓道場
 武道館
 Ｂ＆Ｇ海洋センター
 金田球場
 赤池球場
 赤池グラウンド
 方城グラウンド
 金田ふれあいスポーツ公園
 赤池テニスコート
 金田テニスコート

☎ 0947-22-2200
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-22-4300
☎ 0947-28-4100
☎ 0947-22-5868
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-22-5868
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-28-4100
☎ 0947-28-4100
☎ 0947-22-4300
☎ 0947-22-2200
☎ 0947-28-4100
☎ 0947-22-2200

福智町金田 1177-1
福智町金田 1153-1
福智町伊方 4480-1
福智町赤池 970-2
福智町神崎 1098-130
福智町金田 1184
福智町金田 1313-1
福智町神崎 1089-80
福智町神崎 1056-1
福智町赤池 970-8
福智町赤池 970-7
福智町伊方 4478-4
福智町神崎 1098-1
福智町赤池 970-7
福智町神崎 1098-1

2

18
45 41

福智町赤池 970-3
福智町金田 1153-1
福智町伊方 4480-1

31 30 65
78 68

72

35 42

48 54

57

50

28

12

11

■ ホール等
 人権のまちづくり館
 地域交流センター
 ほのぼの館
■ 温泉施設
 ほうじょう温泉 ふじ湯の里
 ふるさと交流館 日王の湯

☎ 0947-28-3379
☎ 0947-22-4300
☎ 0947-22-6290

☎ 0947-22-6667
☎ 0947-48-3333

福智町赤池 970-4
福智町伊方 4478-1
福智町伊方 4478-1

67

22

福智町弁城 1300-1
福智町神崎 1056-30

75

■ 物産館
 上野焼陶芸館
■ 社会福祉協議会
 金田事業所
 赤池事業所

1

☎ 0947-28-5864

福智町上野 2811-1
44

☎ 0947-22-6631
☎ 0947-28-4646

福智町金田 1154-2
福智町赤池 970-1

46
70

☎ 0947-28-2865
☎ 0947-22-7765
☎ 0947-22-7765
☎ 0947-22-7765
☎ 0947-22-7765
☎ 0947-22-7765
☎ 0947-22-7765

福智町赤池 970-2
福智町弁城 250
福智町金田 1886
福智町赤池 521-2
福智町上野 1701-1
福智町神崎 1094-30
福智町金田 944-1

■ 警察機関
田川警察署  赤池交番
田川警察署  金田交番
田川警察署  方城交番

☎ 0947-28-2110
☎ 0947-22-0110
☎ 0947-22-1233

福智町赤池 1128-5
福智町金田 704
福智町伊方 4448-2

■ 消防機関
 田川地区消防署 金田分署

☎ 0947-22-0307

福智町金田 1362-1

■ 郵便局
 方城郵便局
 金田郵便局
 赤池郵便局
 赤池上野簡易郵便局

☎ 0947-22-0901
☎ 0947-22-0042
☎ 0947-28-2042
☎ 0947-28-5480

福智町伊方 3967-1
福智町金田 1107-2
福智町赤池 521-60
福智町上野 2108-1

49
74

N

43 59
23 58
34 56
3

4
77
47
6
32

8

71
16

76

73

7

21

17

FUKUCHI
TOWN

36
39
40

61

29

■ 広場・公園
 ワィ・ワィ・ワ広場
 岩屋権現自然公園
 金田河川公園
 中央公園
 ポケットウォーターフロント
 芝生公園
 花水木のんびり広場

24
27 53

52 38
37 55 33 63

☎ 0947-22-7403
☎ 0947-22-2401
☎ 0947-28-9502

79

10

■ 商工会
 福智町商工会

■ 公民館
 中央公民館
 金田分館
 方城分館

66

20
5

13

屋内競技場（金田ドーム）

地域交流センター

ふるさと交流館 日王の湯

スポーツやイベントに利用できる施設。

座席可動式のホールで音響設備も充実。

すべての人にやさしいバリアフリー構造。

スイーツ大茶会の会場で、金田駅に隣接。

コンサートや講演会の会場に最適です。

多機能型複合施設でレストランも好評。

14

Information

藤まつり

上野焼陶器祭り・窯開き

イベント

樹齢500 年以上の「迎接の藤」

陶芸館や各窯元にお買い得な割

が咲く頃、定禅寺で開かれる祭事。

引商品が並びます。スタンプラリー

幹周囲約４ｍの一本の藤が覆う庭

や企画展が催され、巡回バスも運

園に県内外から花見客が訪れます。

行。
やきものファンでにぎわいます。

［開催時期：４月29日］

［開催時期：４月下旬・10月中下旬］

It's just good! Fukuchi Life

山笠競演会

水と灯火の夕べ

Ｉ love フクチフェスタ

５月に伊方地区、10月に金田・

彦山川と中元寺川の合流地点で

金田新町商店街が歩行者天国に

神崎地区の「山笠競演会」が開催さ

開催される夏の風物詩。盆踊り披

変わるフクチフェスタ。真夏の福

れます。勇壮な舁き手と煌びやか

露や露店も連なり、大輪の花火が

智を熱くするステージが繰り広げ

な電飾山笠が競演する姿は圧巻。

過ぎゆく夏の夜空を彩ります。

られるフェスティバルです。

［開催時期：５月上旬・10月中下旬］

［開催時期：８月下旬］

［開催時期：８月上旬］

図書館・歴史資料館まつり

フクチ夢バルーンフェスタ

福智スイーツ大茶会

「ふくちのち」館内で、ものづく

熱気球の係留飛行をはじめ、ス

上野焼の茶陶の魅力をＰＲする

り体験や雑誌付録が当たる抽選

テージショーや出店でにぎわうバ

九州最大規模のスイーツイベン

会、雑誌・本の配布やおはなし会

ルーンフェスタ。
「子どもたちの夢」

ト。毎年２日間で３万人以上が来

など無料のイベントを開催します。

をテーマに、商工会青年部が主催。

場するまちのメーンイベントです。

［開催時期：３月下旬］

［開催時期：11月中下旬］

［開催時期：11月上旬］
16

