
【介護福祉関係】

提供する事務 事務の内容 お問い合わせ先

要介護認定等に関する事務

高齢になったこと等により、日常の生活において何ら
かの介護や支援が必要となった場合に、介護サービ
スの利用や要介護認定に係る相談を受けることがで
きます。

長寿介護課
介護保険係

0246（22）7616

介護予防等のための地域支援事
業に関する事務

元気で生き生きとした生活をお送りいただくための介
護予防事業や高齢者の権利を守る権利擁護事業の
提供のほか、高齢者やその家族の介護・福祉・健康・
医療などの相談を受けることができます。

長寿介護課
介護予防係

0246（22）7465

養護老人ホーム等への入所措置
に関する事務

養護老人ホームや特別養護老人ホームの入所に関
する相談を受けることができます。

長寿介護課
介護支援係

0246（22）7467

配食サービス事業

調理が困難で、食に関しての改善、支援が必要と判断
される65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者の方など
に対し、定期的に居宅を訪問して、１日１食・週６食を
上限に栄養バランスのとれた食事を提供するととも
に、安否の確認を行います。

生活管理指導短期宿泊(ｼｮｰﾄｽﾃ
ｲ)事業

基本的生活習慣の欠如等、社会的適応が困難な、お
おむね65歳以上の要支援・要介護認定を受けていな
い高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に
対する指導及び支援を行う事業を実施し、要介護状
態への進行の予防を図ります。

徘徊高齢者家族支援サービス事
業

在宅で、徘徊する恐れがある認知症高齢者を介護し
ている家族の方に対し、市が7,350円を上限に初期導
入費用を助成しGPS端末を貸与します。（初期導入費
用以外は、自己負担となります。）

寝具乾燥消毒サービス事業
おおむね65歳以上のひとり暮らしの方などを対象に、
年２回を上限に、寝具類の丸洗い乾燥消毒サービス
を行い、清潔を保持し生活の質の確保を図ります。

訪問理美容サービス事業

おおむね65歳以上で、理美容店へ行くことが困難な方
を対象に、理容師や美容師が自宅を訪問し、理美容
サービスを行います。（理美容サービス利用料は自己
負担となり、理容師や美容師が自宅を訪問するために
必要な経費を市が負担するものです。）

連絡先

0246（22）1163

0246（54）2904

0246（63）2111

0246（43）2111

0246（27）8690

0246（32）2114

0246（83）1329

内郷・好間・三和地区保健福祉センター

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

小川・川前地区保健福祉センター

平地区保健福祉センター

小名浜地区保健福祉センター

勿来・田人地区保健福祉センター

常磐・遠野地区保健福祉センター

最寄りの
地区保健福祉ｾﾝﾀｰ

市外から避難されている皆様に提供する行政サービスについて

各地区保健福祉センター連絡先

地区保健福祉センター名

              … 原発避難者特例法に基づく特例事務であり、避難元自体で提供している場合があります
　　　　　　　ので、詳しくは避難元自治体（避難前にお住まいの市町村）に御確認ください。



【児童福祉関係】

提供する事務 事務の内容 お問い合わせ先

保育所入所に関する事務

保護者の就労等のため、家庭でお子さんの面倒をみ
ることができない場合、市の保育所を利用することが
できます（保育所に空きがないなどの理由で、入所で
きないこともあります。）。
入所に関する問い合わせは、各地区保健福祉セン
ターにお問合せください。
なお、入所基準や保育料の額は、市の基準が適用さ
れます。

児童家庭課
保育係

0246（22）7458

児童扶養手当に関する事務 ○認定請求、各種届出、現況届等の受理
児童家庭課
児童家庭係

0246（22）7452

公立保育所における一時預かり
※現在は渚保育所のみ

パート就労等就労形態の多様化に伴う一時的な保
育及び保護者の傷病、冠婚葬祭等社会的理由上や
むをえない緊急的な保育の需要に対応します。

児童家庭課
保育係
0246（22）7458
※申込先
小名浜地区保健福祉セン
ター

0246（54）2914

公立保育所における休日保育
(綴保育所)

保護者の就労、傷病及び冠婚葬祭等やむを得ない
事由により、休日において家庭における保育が困
難である児童に対する保育サービス。

児童家庭課
保育係
0246（22）7458
※申込先
内郷・好間・三和地区保
健福祉センター

0246（27）8691

延長保育

民間保育所の11時間の開所時間の前後の時聞にお
いて、さらに30分以上の延長保育を実施する事
業。

※対象者は、民間保育所へ入所している児童

児童家庭課
保育係
0246（22）7458
※申込先
入所している各民間保育
所

病児・病後児保育

当面病状の急変は認められないが、病気の回復期
に至っていない児童及び病気回復期にある児童を
集団保育が可能となるまでの間、当該児童を医療
機関に付設された施設において保育を行います。

児童家庭課
保育係
0246（22）7458
※申込先
各地区保健福祉センター
おおはらこどもクリニッ
ク

0246（63）0001
常磐病院

0246（43）4175

子育て応援パスポート事業
18歳に達した後の最初の３月31日を迎えるまでの
子どもがいる世帯からの申請に応じて、パスポー
トカード（ファミタンカード）を交付します。

児童家庭課
児童家庭係
0246（22）7452

放課後児童健全育成事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に
就学している概ね10歳未満の児童に対し、放課
後、適切な遊び及び生活の場を提供して、児童の
健全な育成を図ります。

児童家庭課
児童家庭係
0246（22）7452

児童館
児童に健全な遊びを提供して、健康の増進、情操
を豊かにする等、児童の健全な育成を図ります。

児童家庭課
児童家庭係
0246（22）7452

市外から避難されている皆様に提供する行政サービスについて



【児童福祉関係】

提供する事務 事務の内容 お問い合わせ先

ファミリー・サポート・セン
ター事業

仕事と家庭の両立を支援するため、援助を受けた
い（依頼）会員と援助ができる（協力）会員によ
る相互援助活動を支援します。

ファミリー・サポー
ト・センター事務局
0246（43）0813

連絡先

0246（22）1163

0246（54）2904

0246（63）2111

0246（43）2111

0246（27）8690

0246（32）2114

0246（83）1329

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

小川・川前地区保健福祉センター

小名浜地区保健福祉センター

勿来・田人地区保健福祉センター

常磐・遠野地区保健福祉センター

内郷・好間・三和地区保健福祉センター

各地区保健福祉センター連絡先

地区保健福祉センター名

平地区保健福祉センター

              … 原発避難者特例法に基づく特例事務であり、避難元自体で提供している場合があります
　　　　　　　ので、詳しくは避難元自治体（避難前にお住まいの市町村）に御確認ください。



【福祉関係】

提供する事務 お問い合わせ先

特別児童扶養手当等に関する事
務

障がい福祉課
事業係

0246（22）7485

障害者、障害児への介護給付費
等の支給決定に関する事務

障がい福祉課
支援係

0246（22）7486

障害者相談支援事業
（市委託相談支援事業所）

各相談支援事業所

地域活動支援センター
最寄の
地区保健福祉セン
ター

障がい者レクレーション教室
の開催

障がい福祉課
事業係

0246（22）7485

障がい者スポーツ教室の開催
障がい福祉課

事業係
0246（22）7485

連絡先

0246（22）1163

0246（54）2904

0246（63）2111

0246（43）2111

0246（27）8690

0246（32）2114

0246（83）1329小川・川前地区保健福祉センター

勿来・田人地区保健福祉センター

常磐・遠野地区保健福祉センター

内郷・好間・三和地区保健福祉センター

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

市外から避難されている皆様に提供する行政サービスについて

各地区保健福祉センター連絡先

地区保健福祉センター名

平地区保健福祉センター

小名浜地区保健福祉センター

事務の内容

○認定請求、各種届出、所得状況届等の受理
○障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定等

○障害福祉サービス受給者証の交付
○受給者証交付のための調査等

障がいのある方やご家族からの様々な相談に応じ、
必要な情報の提供、権利擁護に必要な援助等を行い
ます。

障がいのある方が通所しながら、地域の実情に応じ
て創作的活動や生産活動を行い、地域生活の促進を
図る施設です。

障がい者と地域住民が共に楽しめるレクリエーショ
ンを月１回（７月～翌年３月）提供します。
場所：市内各所
内容：屋内外での各種レクリエーション

障がい者がボランティアやスポーツ指導員の協力の
もと定期的にスポーツを行える場を提供します。
場所：いわきサン・アビリティーズ
時間：毎週木曜18：00から20：00まで

              … 原発避難者特例法に基づく特例事務であり、避難元自体で提供している場合があります
　　　　　　　ので、詳しくは避難元自治体（避難前にお住まいの市町村）に御確認ください。



障害者相談支援事業所連絡先　【担当地区割】

事業所名 所在地 担　　当　　地　　区 電話番号

いわき市障害者生活介護セン
ター

内郷高坂町四方木田
191

常磐地区全域、内郷、好間、三和
地区全域

0246(27)8621

障害者総合生活支援センターふ
くいん

平字堂根町２

平字田町ほか常磐線以南の旧平市
内の各町、
北白土、南白土、谷川瀬、上荒
川、下荒川、中山、小泉、吉野
谷、上高久、
塩、豊間、薄磯、沼ノ内、下高
久、神谷作、上山口、下山口、山
崎、菅波、
荒田目、上大越、下大越、藤間、
下神谷、原高野、自由ヶ丘、郷ヶ
丘、
鶴ヶ井、明治団地、中央台、平
成、若葉台

0246(35)0446

スペースけやき 平字北目町39-11

平字北目町ほか常磐線以北の旧平
市内の各町、
上平窪、中平窪、下平窪、中塩、
四ツ波、幕ノ内、鯨岡、大室、鎌
田、赤井、絹谷、石森、上片寄、
水品
小川、川前地区全域

0246(35)0799

せんとらる 勿来町四沢清水17-1

小名浜地区全域
勿来町、川部町、沼部町、三沢
町、山玉町、瀬戸町
田人地区全域
遠野地区全域

0246(65)5222

いわき母子訓練センター 平馬目字馬目崎52
中神谷、上神谷、下片寄、泉崎、
馬目、北神谷
四倉、久之浜大久地区全域

0246(65)6266

いわき地域療育センター 錦町重殿15

錦町、植田町、後田町、仁井田
町、高倉町、江畑町、添野町、石
塚町、
東田町、佐糠町、岩間町、小浜
町、富津町、山田町、金山町、中
岡町、
南台

0246(34)6981



【保健関係】

提供する事務 事務の内容 お問い合わせ先

予防接種に関する事務
定期予防接種（DPT、DT、日本脳炎、BCG、ポリオ、麻
しん風しん、高齢者インフルエンザ）に関する事務

保健所地域保健課
感染症対策係
0246（27）8595

乳幼児、妊産婦等への健康診査、
保健指導に関する事務

○乳幼児健康診査、母子健康手帳の交付、妊婦健康
診査
○妊産婦・乳児の訪問指導、健康相談、健康教育

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

成人健康診査

避難元市町村が実施する成人健康診査を受診できな
い場合に限り、市が実施する集団健診の日程で受診
できるように避難元市町村との連絡調整を行ないま
す。
お申込は、各避難元市町村の健診担当課まで。

保健所総務課
0246（27）8555

健康増進研修施設
市民の健康増進を目的とした研修、講演、会議等各
種催事の開催場所として、市総合保健福祉センター内
１階の多目的ホールを貸出します。

保健所総務課
0246（27）8555

休日救急歯科診療所
休日等に応急を要する患者に対し歯科診療を行い、
救急医療のサービスを提供します。

保健所総務課
0246（27）8555

保健のしおり
市の保健事業をお知らせする「保健のしおり」を市民
課、各支所等窓口にて配布します。

保健所総務課
0246（27）8555

食育教室（幼児期）
食べ物と栄養に関する講話、簡単な食事作りの実習
及び食事会、幼児期の口腔衛生の講話。他の母子等
との交流を行ないます。

保健所地域保健課
健康増進係

0246（27）8594

食育教室（学童期）
食べ物と栄養に関する講話、簡単な食事作りの実習
及び食事会、学童期の口腔衛生の講話。楽しみなが
ら身体を動かす運動教室を行ないます。

保健所地域保健課
健康増進係

0246（27）8594

感染症予防対策事業 感染症発生時の対応及び蔓延防止を促進します。
保健所地域保健課

感染症対策係
0246（27）8595

巡回療育相談事業
所属幼稚園・保育園からの予約申し込み
開催月：奇数月開催

子育てサポートセンター
0246（27）8599

つどいの広場事業
毎週月・水・金曜日開催。(12/28～１/３除く）
利用時間（９時～16時）　　　受付簿記入により利用

子育てサポートセンター
0246（27）8599

市民精神保健福祉推進事業
心の健康づくり、精神障がい者理解、精神疾患発生予
防、（市民精神保健福祉講座・精神保健サポーター養
成講座・家族教室・健康教育等）を行ないます。

保健所地域保健課
精神保健係

0246（27）8557

精神保健福祉相談及び訪問指導
精神保健及び精神障害者福祉に関する相談（随時相
談・定期相談・家庭訪問）を行ないます。

保健所地域保健課
精神保健係

0246（27）8557

社会復帰対策
地域参加グループワーク事業・精神障害者保健福祉
関連組織の育成（当事者会・家族会・ボランティア組織
育成）を行ないます。

保健所地域保健課
精神保健係

0246（27）8557

自殺予防対策事業
自殺予防普及啓発事業・相談事業・人材育成等を行
ないます。

保健所地域保健課
精神保健係

0246（27）8557

歯科健康教室
（歯ピカリ教室）

10ヶ月児から１歳２か月児とその保護者を対象に、む
し歯予防に関する講話と仕上げみがきの実技を行な
います。事前申込が必要。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

市外から避難されている皆様に提供する行政サービスについて



【保健関係】

提供する事務 事務の内容 お問い合わせ先

歯科健康相談
（歯周病予防相談）

歯周病の予防について、悩みや相談のある方を対象
に、個別予約制で相談を行ないます。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

訪問口腔（歯科）事業
在宅で療養している方を対象に歯科衛生士が訪問し、
口腔衛生に関する助言等を行ないます。事前申込が
必要。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

来所・電話歯科相談 歯と口の健康に関する相談を行ないます。
保健所地域保健課

母子保健係
0246（27）8597

出産前両親教室
（プレママ・プレパパクラス）

初めての出産を控えた両親が前向きに安心して子育
てできるよう、妊娠・出産・育児に関する適切な情報の
提供や仲間づくり等を支援する教室。事前申込が必
要。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

母子健康相談
育児に関する相談に応じるとともに、育児不安の解
消、母親どうしの交流を図ります。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

母子健康教育
（育児不安対策事業）

子育て中の母親同士の交流を通し、育児不安の解消
と子どもの心の安らかな成長の促進を図る各種健康
教室を行ないます。事前申込が必要。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

離乳食教室
生後５ヶ月後の乳児とその家族を対象とし、離乳の進
め方の講話、離乳食づくりの実演・実習・試食等を行
ないます。事前申込が必要。

保健所地域保健課
母子保健係

0246（27）8597

ペット保護センター運営事務
犬・ねこを伴って避難されたが住宅事情等で飼えない
方に対し、臨時的な収容施設により、犬・ねこを飼養で
きる場所を提供します。

保健所生活衛生課
食品衛生係

0246（27）8592

犬のしつけ方教室

犬の本能や習性に基づいた「しつけ方」を学ぶ機会を
設け、その理解を深めることにより、参加者を軸に犬
の正しい飼い方が地域に広まることを目指すもので
す。学科コースと実技コース（学科と実技）の２コース
があります。

保健所生活衛生課
食品衛生係

0246（27）8592

食の安全フォーラム

現在話題になっている食品の安全に関する基調講演
及び消費者団体代表者、食品製造業営業者、流通業
界（食品販売店）代表者等をパネリストとしたパネル
ディスカッションを行ないます。

保健所生活衛生課
食品監視係

0246（27）8593

試験検査事業費
水道法・食品衛生法などの法令に基づく、井戸水・便・
食品等の微生物、理化学検査を実施します　（受益者
負担）。

保健所検査課
検査係

0246（27）8598

              … 原発避難者特例法に基づく特例事務であり、避難元自体で提供している場合があります
　　　　　　　ので、詳しくは避難元自治体（避難前にお住まいの市町村）に御確認ください。



【教育関係】

市民の学習活動に対して、さまざまな分野の知識・技能を有す
る方を市民講師として派遣します。

市役所が関わっている仕事を学習メニューとし、市職員を講師
として派遣します。

公立幼稚園の授業料減免に
関する事務

公立幼稚園の入園事務

日本スポーツ振興センター
（災害共済給付制度）に関す
る事務

学校給食に関する事務 （ス
クールランチに関するものを
含む。）

公民館利用に係る減免

市民講座

市民講師活用事業

市役所出前講座

教育委員会
保健体育課
保健給食係

0246（22）7545

各公民館

各公民館

各公民館

教育委員会
学校教育課

学事係
0246（22）1123

各市立幼稚園

教育委員会
保健体育課
保健給食係

0246（22）7545

授業料を減免します。減免申請の受付期限は平成24年３
月30日です。

市立幼稚園への入園（定員あり）を受け付けます。

【制度の内容】
独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給
付契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害
（負傷、疾病、障害、死亡）について、災害共済給付を
行います。
【いわき市が行う事務】
　・共済加入のための名簿更新
　・共済掛金（学校設置者負担金）の支払い
　・共済掛金（保護者負担金）の徴収
【対象者】
　・原子力災害等により市外から避難し、市立小・中
　　学校に区域外就学している児童生徒
　・原子力災害等により市外から避難し、市立幼稚園
　　に入園している幼児

市外から避難されている皆様に提供する行政サービスについて

お問い合わせ先

教育委員会
学校教育課

学事係
0246（22）1123
保健体育課
保健給食係

0246（22）7545

教育委員会
学校教育課

学事係
0246（22）1123

提供する事務

児童生徒の就学等に関する
事務

義務教育段階の就学援助に
関する事務

事務の内容

小学校、中学校への入学などの就学手続きができます。

経済的理由により就学困難と認められる児童、生徒の保護者
に対して、必要な援助を行います。

原子力災害等により市外から避難し、市立小・中学校に
区域外就学している児童生徒へ学校給食（現在、学校給
食の代替として実施しているスクールランチを含む）を
提供します。

本市の社会教育関係団体として登録することにより、市立公
民館使用料を減免します。

市立公民館において市民の学習ニーズに応じたさまざまな講
座を実施します。

生涯学習課
生涯学習係

0246（22）7543



【教育関係】

公民館名 連絡先 公民館名 連絡先
中央公民館 0246（22）5431 小川公民館 0246（83）2168
豊間公民館 0246（39）2938 好間公民館 0246（36）2050
高久公民館 0246（39）2009 三和公民館 0246（86）2204
夏井公民館 0246（34）2353 田人公民館 0246（69）2226
草野公民館 0246（34）2036 川前公民館 0246（84）2003
赤井公民館 0246（23）7755 久之浜公民館 0246（82）2165
飯野公民館 0246（23）7748 大久公民館 0246（82）2116

中央台公民館 0246（28）6800
平窪公民館 0246（23）9483
神谷公民館 0246（34）3030 幼稚園名 連絡先

小名浜公民館 0246（54）1890 すずかけ幼稚園 0246（25）6322
江名公民館（仮設） 0246（54）1890 西小名浜幼稚園 0246（54）2210

泉公民館 0246（56）6045 江名幼稚園 0246（55）7041
渡辺公民館 0246（96）6212 玉川幼稚園 0246（58）4516
鹿島公民館 0246（29）2250 錦幼稚園 0246（62）3201
植田公民館 0246（63）3467 汐見が丘幼稚園 0246（63）9827
錦公民館 0246（62）2732 湯本第一幼稚園 0246（42）3260

勿来公民館 0246（64）7245 湯本第二幼稚園 0246（43）2446
山田公民館 0246（62）2733 湯本第三幼稚園 0246（42）2642
川部公民館 0246（64）7645 磐崎幼稚園 0246（42）2848
常磐公民館 0246（43）2305 藤原幼稚園 0246（44）4255
磐崎公民館 0246（42）3015 内町幼稚園 0246（26）0121
藤原公民館 0246（42）2969 高坂幼稚園 0246（26）0204
内郷公民館 0246（26）2974 宮幼稚園 0246（26）1917
四倉公民館 0246（32）2920 四倉第一幼稚園 0246（32）2304
大浦公民館 0246（32）2003 四倉第二幼稚園 0246（32）2403
大野公民館 0246（33）2722 四倉第三幼稚園 0246（33）2259

上遠野公民館 0246（89）2059 四倉第四幼稚園 0246（33）2539
入遠野公民館 0246（74）1487

四倉
四倉
四倉
遠野

常磐
常磐
常磐
内郷

勿来
勿来
勿来
勿来

小名浜

小名浜

小名浜

勿来

平
平

小名浜

小名浜

スポーツ教室等

学校医の報酬

定期健康診断に関する事務

事務の内容

健康増進や体力増強を図るため、運動する機会や場の提供を
行い、避難者を含めた子どもから大人までを対象とした各種ス
ポーツ教室を開催します。

四倉

提供する事務

内郷
四倉
四倉
四倉

常磐
常磐
内郷
内郷

勿来
常磐
常磐
常磐

小名浜

小名浜

小名浜

勿来

久・大
久・大

地区

平

教育委員会
保健体育課
保健給食係

0246（22）7545

三和
田人
川前

学校保健安全法により行うこととされている、児童生徒
等の健康診断を行います。
【対象者】
　・原子力災害等により市外から避難し、市立小・中
　　学校に区域外就学している児童生徒
　・原子力災害等により市外から避難し、市立幼稚園
　　に入園している幼児

地区

平
平

幼稚園一覧表

公民館一覧表

お問い合わせ先

平
平
平
平

遠野

平

平

学校保健安全法により、学校に設置することとされている学校
医への報酬を負担します。
【対象】
　・原子力災害等により市外から避難した区域外就学の児
　　童生徒が在籍している市立小・中学校
　・原子力災害等により市外から避難した幼児が入園してい
　　る市立幼稚園

教育委員会
保健体育課
体育指導係

0246（22）7553

教育委員会
保健体育課
保健給食係

0246（22）7545

地区

小川
好間

              … 原発避難者特例法に基づく特例事務であり、避難元自体で提供している場合があります
　　　　　　　ので、詳しくは避難元自治体（避難前にお住まいの市町村）に御確認ください。



【広報関係】

提供する事務 事務の内容 お問い合わせ先

広報いわきの配布

支所・出張所を設置している自治体に対し、広報
紙を提供するとともに、コンビに３社（セブンイ
レブン・ローソン・ファミリーマート）に据置き
し、どなたでも入手可能となっております。

広報広聴課
広報係

0246（22）7402

市外から避難されている皆様に提供する行政サービスについて


