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【子ども・家庭】 

 妊娠・出産から乳幼児および思春期の保健・医療体制のより一層の充実を図るとともに、地域社

会全体で子育てを支援する環境づくりを推進します。 

※感染症の流行や悪天候等の理由により、事業の中止や開催方法等の変更を行うことがあります。 

 

(オ) 暮らしを支える取組 

資料：北九州市子ども家庭レポート令和３年度 
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母子健康手帳の交付 

妊娠届出を受けて、母子健康手帳を交付します。保健師が面談し、母子健康手帳の活用方法や母

子保健サービスの説明、保健指導や相談に応じています。 

 

妊婦への保健指導・相談事業 

妊娠や出産、育児に対する知識を普及し、不安の解消等を図るため、妊婦を対象に「マタニティ

スクール」を実施します。また、初妊婦とその夫を対象に子育てについての情報提供と両親が協力

して育児ができるよう、｢両親学級｣を実施します。 

 

母子健康診査 

○妊婦健康診査 

 妊娠中の母体の健康維持と胎児の健やかな発育を促すため、妊婦健康診査の公費助成を実施して

います。母子健康手帳交付時に配布する妊婦健康診査等助成券を利用して、県内の登録医療機関等

で受診できます。 

妊婦一般健康診査受診率(数)（令和２年度） 

 

小倉北区 市 

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者 受診率 

妊娠初期 1,531 名 1,496 名 97.7％ ６,710 名 6,492 名 96.8％ 

妊娠中期 1,539 名 1,435 名 93.2％ 6,748 名 6,296 名 93.3％ 

妊娠後期 1,539 名 1,282 名 83.3％ 6,748 名 6,078 名 90.1％ 

○乳幼児健康診査 

 乳幼児の健康管理のため、健康診査を実施しています。母子健康手帳に綴じ込まれている受診票

（４か月児、７か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児）を利用して、登録医療機関で受診します。  

乳幼児健康診査受診率(数)（令和 2 年度） 

 
小倉北区 市 

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者 受診率 

4 か月児 
健康診査 

1,473 名 1,431 名 97.15% 6,549 名 6,446 名 98.43% 

7 か月児 
健康診査 

1,453 名 1,453 名 100.00% 6,613 名 6,539 名 98.88％ 

1 歳 6 か月児 
健康診査 

1,407 名 1,386 名 98.51% 6,780 名 6,723 名 99.16％ 

3 歳児 
健康診査 

1,339 名 1,329 名 99.25% 7,147 名 7,176 名 100.41% 

  

○産婦健康診査 

   産後の初期段階における母子に対する支援を強化するため、概ね産後１か月以内の産婦へ健康

診査を実施しています。母子健康手帳に綴じ込まれている受診票を利用して、登録医療機関で受

診します。 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０ 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０ 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０ 

※受診者は市外からの転入者を含むため受診率が 100%を超える場合があります。 



２ 小倉北区の主要事業      

(2)住みよいコミュニティづくり 

(ｵ)暮らしを支える取組   

- 38 - 
 

 
こんにちは赤ちゃん！小児科訪問（ペリネイタルビジット）事業 

妊産婦の育児不安を軽減するため、産前から産後間もない妊産婦とその家

族が、育児について小児科医に何でも相談できるよう、産科医が小児科医を

紹介します。 

対象は、北九州市内にお住まいの妊娠２８週から産後２か月（５６日）の

方（初産の方）とその家族です。 

 

 

 

 

 

乳幼児への保健指導・相談事業 
 

教室名 対 象 概 要 

前期：ほやほや赤ちゃん教室 
後期：すくすく赤ちゃん教室 
（各年４回） 

前期：１か月～５か月の親子 
後期：６か月～１１か月の親子 
 

乳児の親が子との関わり方やふ

れあい方、子育ての方法を学びゆ

とりを持って子育てできるよう

支援します。 

離乳食教室 
前期：年 12 回 
後期：年 12 回 

前期：６か月までの親子 
後期：７か月～1 歳 6 か月の親子 乳幼児期の食事や食習慣の形成

について理解と知識の向上を図

り、健全な食生活を実践すること

ができるよう支援します。 

幼児食教室（年３回） １歳６か月～２歳１１か月の親子 

親子ですすめる食育教室 就学前の子どもの保護者等 

わいわい子育て相談 

（月２回） 

心や身体の発達が気になる就学前

の子どもと保護者 

専門スタッフが子育ての相談に

のり、不安や悩みに答え、子育て

を応援します。 

 

 

多胎児への支援 

 親子ふれあいルーム（小倉北区役所東棟８階）において、多胎児とその家族を対象に、情報交換

や交流、先輩ママの子育てアドバイスを受けることができる「双子デー（多胎児フリースペース）」

を実施します。多胎児妊婦とその家族の見学も可能です。 

 

 

生後４か月までの乳児家庭全戸訪問（のびのび赤ちゃん訪問）事業 

 生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を、保健師、子育て支援訪問員及び主任児童委員等が訪

問し、子育て情報の提供を行うとともに、様々な不安や悩みを聞き、支援が必要な家庭に対しては

適切な指導や支援、サービスの提供を行います。 

 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０  

 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０  

保健福祉課 地域保健係  

ＴＥＬ：５８２－３４４０ 

チラシ 

保健福祉課 地域保健係  

ＴＥＬ：５８２－３４４０ 
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子育て相談 

市民センターなど住民に身近な場所で育児相談や育児情報の提供を行うことで、育児不安の解消

を図ります。 

 

 

赤ちゃんの駅 

北九州市では、官民が協力して、乳幼児を持つ保護者が外出した際、授乳やオムツ替えができる

施設を「赤ちゃんの駅」として登録し、子育て中の親が安心して外出できる環境づくりを行ってい

ます。 
 

赤ちゃんの駅では、次の①、②の両方、もしくは一方を提供します。 

①授乳のための場所  ②オムツ替えのための場所 
  

小倉北区には、１２７箇所（令和４年２月末日現在）の赤ちゃんの駅があり

ます。市民センターや児童館などの公共施設だけでなく、スーパーや薬局など

で、赤ちゃんの駅に登録している店舗もあります。登録施設・店舗には、右の

シンボルマークをのぼり旗やシールなどで表示していますので、お気軽にご利

用ください。 

赤ちゃんの駅は、ホームページ「子育てマップ北九州」の地図上で見つけることができます。 

https://kitakyushu-city.mamafre.jp/ 

 

  子育てマップ北九州     検索   

 

 

親子ふれあいルーム「ぽっぽ」 

親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談ができます。 

 ■場所：小倉北区役所東棟８階 

■TEL・FAX：５８１－１８８６ 

 ■時間：月曜日～金曜日 １０時～１６時 

     （祝日・年末年始を除く） 

 ■対象：おおむね３歳未満の乳幼児とその保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども家庭局 総務企画課 ＴＥＬ：５８２－２２８０ 

マタニティマークご存知ですか？ 

北九州市では、妊産婦さんにやさしい環境づくりを進めています。 

マタニティマークは、お腹の目立たない妊娠初期でも周囲の人に 

妊娠を知らせ、やさしい配慮を促すものです。 

このマークのストラップを付けた方を見かけたら、ご配慮願います。 

 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０  

協働 

子ども家庭局 子育て支援課 ＴＥＬ：５８２－２４７３ 

親子ふれあいルーム「ぽっぽ」 

コラム 
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保育所への入所 

保育所では、保護者が働いていたり、病気にかかっているなどの理由により、家庭で子どもの保

育を行うことができない場合に、概ね生後６ヶ月から小学校入学前までの子どもをお預かりしてい

ます。小倉北区内には３４の保育所（保育所及び保育所型認定こども園）があり、入所希望者の増

加や延長保育、夜間保育などの多様なニーズに応えるため、保育サービスの一層の充実に取り組ん

でいます。  

№ 保育所名 定員（人） 延長保育(18 時～） 一時保育 

1 下富野保育所 １２０ ○  

2 白銀保育所 ９０ ○  

3 東篠崎保育所 １２０   

4 今町保育所 ９０ ○  

5 おぐまの保育所 １８０ ○ ○ 

6 小倉北ふれあい保育所（乳児部） ３０ ○  

7 小倉北ふれあい保育所（夜間部） ４５ ○ ○ 

8 長浜保育園 ６０ ○  

9 到津乳児保育園 ４０ ○  

10 あおば乳児保育園 ８０ ○  

11 金田保育園 １９０ ○ ○ 

12 光沢寺保育園 １２０ ○ ○ 

13 愛の園保育園 ９７ ○  

14 三郎丸保育園 ９０ ○  

15 貴船保育園 ９０ ○  

16 キンダーポート保育園 ９０ ○  

17 神岳保育園 １１０ ○  

18 片野保育園 １００ ○  

19 西教寺保育園 ６０ ○ ○ 

20 井堀保育園 １５０ ○ ○ 

21 高坊保育園 １２０ ○ ○ 

22 れんげの花保育園 １６０ ○  

23 れんげ心の花保育園 ６０ ○ ○ 

24 足原だきしめ保育園 １２０ ○  

25 光沢寺第二保育園 １２０ ○ ○ 

26 清水保育所 １２０ ○  

27 到津保育所 １５０ ○  

28 上富野保育所 ９０ ○  

29 三萩野保育園 １６０ ○ ○ 

30 南丘保育所 ９０ ○  

31 篠崎保育園 ７０ ○ ○ 

32 
北九州ソレイユ保育園 ９０ ○ ○ 

北九州ソレイユ保育園分園 ２９ ○ ○ 

33 新栄たてまち保育園 ８０ ○ ○ 

34 さわやかあだちのもり保育園 ９０ ○ ○ 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 ＴＥＬ：５８２－３４３４ 
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放課後児童クラブ 

放課後児童クラブは、放課後の児童の健全育成を図るために、概ね小学校区毎に設置されていま

す。全ての放課後児童クラブで、低学年や留守家庭に限らず利用できます。 

 

 クラブ数 

小倉北区 ２０  

市 １３２  

【Ｒ３.４.１現在】 

 

 市立小学校全児童数 登録児童数 

小倉北区 ７,４０２ １,８６０  

市 ４５,６２３ １１,６７２  

【Ｒ３.４.１現在】 

※全児童数はＲ３.５.１現在 

 

みんなの子育て・親育ち支援事業 

地域全体の育児力を高め、親の社会的成長を促すため、身近な地域における子育て支援活動及び

子育てにかかわる団体へ、次のような支援を行っています。 
 

■「育児ネットワーク」の構築 

（市民センター等で活動を行っている育児サークルやフリースペース等のつなぎ役として、各地域へ 

 アドバイザーを派遣） 

■財政支援（子育てにかかわる団体へ活動支援補助金を助成） 

■情報提供（育児サークルやフリースペースなどのＰＲ） 

 

子育てを支援する助成制度 

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する

ため、児童手当を支給します。 

また、0 歳から 18 歳（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで）までを対象とした子ど

も医療費支給制度により、保険診療による医療費の自己負担分を助成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 ＴＥＬ：５８２－３４３４ 

子ども家庭局 子育て支援課 ＴＥＬ：５８２－２４７３ 

児童手当 
 
○月 額 0 歳～3 歳未満：一律 15,000 円 

     3 歳～小学校修了前：10,000 円 

（第３子以降は 15,000 円） 

     中学生：一律 10,000 円 

 

※所得制限があります。 

 

子ども医療費支給制度 

 
○対象者    ：０歳～18 歳 

○通院の自己負担：一部あり（3 歳未満は自己

負担なし） 

 ３歳以上小学校就学前：600 円／月 

 小学生：1,200 円／月 

 中学生以上 18 歳まで：1,600 円／月 

 ※１医療機関あたり 

○入院の自己負担：なし 

 

子ども家庭局 子育て支援課 ＴＥＬ：５８２－2４73 
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子ども・家庭相談コーナー 

子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じ、ひとり親家庭の自立支援、ＤＶ被害対応、児童虐待

対応等、それぞれの相談に応じた支援・対応を行うとともに、必要に応じて他の機関のサービスや

支援につなげます。 

（延べ件数）  

小倉北区 情報提供 
子どもに関する相談 家族に関する相談 

教育相談 合計 
 虐待  ＤＶ 

令和２年度 1,295 10,042 472 3,089 457 2,158 16,584 

令和元年度 1,417 11,493 1,083 3,499 382 3,138 19,547 

平成 30 年度 1,495 10,116 709 3,644 433 3,025 18,280 

平成 29 年度 2,824 10,509 310 3,898 463 2,958 20,189 

平成 28 年度 3,108 10,300 332 4,015 360 3,456 20,879 

 

 

 

 

 

 

 

  

保健福祉課 子ども・家庭相談コーナー ＴＥＬ：５６３－０１１５ 

外国人向け子育て情報リーフレット 

小倉北区役所では、北九州市に在住する外国籍の妊産婦向けに、

簡単で分かりやすい子育て情報のリーフレット「早わかり 子育て

便利帳」を平成２８年度に作成しました。 

６ヶ国語（日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガロ

グ語）のリーフレットを作成し、母子健康手帳の交付時などに配布

しています。 

 

コラム 
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【高齢者】 

 高齢者がいつまでもいきいきとその人らしく、安心して暮らしていけるまちの実現を目指します。 

 

介護予防事業 

 高齢者が介護が必要な状態になることを予防するため（介護予防）、各種教室・イベント等を通

じた正しい知識の普及・啓発を行います。また、各種介護予防教室の紹介や、地域における介護予

防活動の育成・支援などを行います。 

事業 内容 

高齢者地域交流支援通所事業 

 
介護予防のプログラムや健康チェック・レクリエーションな
どを実施します。 

問合わせ先 
地域包括支援センター          （TEL：次ページ参照） 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 （TEL：582-3430） 

 

各種教室・相談会等 

（食生活・食事等について） 
内容 

おいしく食べて元気もりもり教室 食生活について管理栄養士が講話などを行います。 

元気で長生き食卓相談 食生活についての個別相談を管理栄養士が行います。 

シニア料理教室 食事についての講話と料理の実習又は実演を行います。 

問合わせ先 保健福祉課 地域保健係     （TEL：582-3440） 

 

各種教室・相談会等 

（運動・健康づくり等について） 
  内容 

介護予防教室 

きたきゅう体操編・ 

ひまわり太極拳編 

 
本市が開発したきたきゅう体操（介護予
防体操）・ひまわりタイチー（介護予防
太極拳）の各教室の開催や、自主グルー
プの支援などを行います。 

高齢者のための筋力向上 

トレーニング啓発教室 

  
ご自宅で、自分ひとりでもできる簡単な筋力向上運動やスト
レッチを行います。 

尿もれ予防体験会・相談会 尿もれに関する基礎知識や尿もれ予防体操などを学べる体
験会や相談会を開催します。 

公園で健康づくり教室 公園で健康遊具の適切な利用法や運動方法を学ぶ健康づく
り教室を開催するほか、少人数での体験会も行っています。 

お口を元気にする出前講演 地域の健康づくり教室などに歯科医師を派遣し、お口の機能
や歯周病予防などの講演を行います。 

健口（けんこう）ストレッチ講座 地域の健康づくり教室などに歯科衛生士を派遣し、お口の元
気体操や口腔ケアの指導を行います。 

健口（けんこう）相談 
（お口の元気度チェック） 

 
歯科医師等が、お口の機能（噛むことや飲み込むことなど）
に関する相談を受けます。 

サロンで健康づくり 

 
地域の身近な場所に運動、栄養、口腔等の専門職を派遣し、
住民自らが主体的に介護予防に取り組めるように講話など
を行います。 

問合わせ先 
 
認知症支援・介護予防センター （TEL：522-8765） 
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高齢者のための保健・医療・福祉・介護の「総合相談窓口」地域包括支援センター 

 高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を安心して送ることができるように、保健・医療・

福祉・介護に関する幅広い相談に応じる「総合相談窓口」です。 

保健・医療・福祉・介護の専門職である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが相談に応じ

ます。 

また、より身近な相談窓口として、地域包括支援センター職員が通いの場等に出向き、「高齢者

いきいき相談」を随時開催しており、介護施設等には「まちかど介護相談室」を開設しているとこ

ろもあります。 

 

 

 

認知症支援・介護予防センター 

いくつになってもこの街で生き生きと暮らせる地域づくりを目指し、介護予

防と認知症についての普及啓発や地域で活躍する人材の育成、活動の支援など

に取り組んでいます。 

具体的には運動・栄養・口腔の専門職を活動の場に派遣したり、認知症サポ

ーター・健康づくり推進員の養成講座の開催や、地域での捜索模擬訓練の実施

支援などを行っています。 

 

 

 

ふれあい昼食交流会 

各区の食生活改善推進員協議会が主体となり、一人暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者を対象に、

昼食会を実施しています。高齢者が楽しみながら食生活改善について考え、地域住民との交流やふ

れあいの場となっています。 

 

 

食生活改善推進員による訪問事業 

食生活改善推進員が地域の高齢者宅を訪問し、高齢者の低栄養予防の普及啓発を図り、介護予防

につなげます。(対象校区限定で実施) 

 

名称 設置場所 
市民専用 

フリーダイヤル番号 
電話番号 担当地域のめやす 

地域包括支援センター小倉北 1 
 

 

 

小倉北区役所 

東棟５階 

0120-079033 562-2515 
足原、霧丘(小倉南区を除く)、

桜丘、寿山、富野 

地域包括支援センター小倉北 2 0120-127033 562-2516 

藍島、足立、貴船、 

小倉中央、三郎丸、中島、 

城野(小倉南区を除く) 

地域包括支援センター小倉北 3 0120-259033 591-3014 
到津、井堀、中井、西小倉、

日明、高見(八幡東区を除く) 

地域包括支援センター小倉北 4 0120-853033 591-3015 
泉台、今町、清水、 

南丘(小倉南区を除く)、南小倉 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０ 

保健福祉課 地域保健係 ＴＥＬ：５８２－３４４０ 

保健福祉局 認知症支援・介護予防センター 

 ＴＥＬ：５２２－８７６５ 

リーフレット 

協働 
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介護保険制度の利用状況 

介護保険制度は、介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を

社会全体で支えあう制度です。 

 

○小倉北区の要介護（要支援）認定者数                     単位：人 

 

 

○小倉北区の介護保険サービス受給者数 

 小倉北区 市 

居宅介護（支援）サービス 6,712 人 37,577 人 

地域密着型（介護予防）サービス ※ 1,720 人 8,533 人 

施設介護サービス 1,446 人 8,301 人 

 

 

※「地域密着型（介護予防）サービス」とは、住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため

のサービスのことで、北九州市の被保険者は市が指定した事業所（原則として北九州市内）のみ

利用できます。夜間対応型や認知症対応型、訪問や宿泊を組み合わせた複合的なサービスなどが

あります。 

 

 

 

（仮称）ふれあいむら高坊 市営住宅建設事業 

「ふれあいむら」とは、ひとり暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者が安心して住み続けられるよう、

生活特性に配慮した機能や設備を備えるとともに、地域の社会福祉施設等と連携を図り安否確認・

生活相談等を行う生活援助員を配置した市営住宅です。各区に一か所ずつ整備してきましたが、小

倉北区では高坊地区に建設を計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

小倉北区 1,200 1,718 2,667 2,121 1,758 1,456 925 11,845 

市 7,266 9,638 15,041 11,581 9,655 8,129 4,788 66,098 

  保健福祉課 介護保険担当 ＴＥＬ：５８２－３４３３ 

令和３年 1１月末現在 

令和３年９月利用分 

建築都市局 住宅整備課  

ＴＥＬ：５８２－２５４８ 
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【障害者】 

 障害のある人が、自ら望む暮らしを送ることができる“まちづくり”《障害があっても安心して

自立できる地域社会の実現》を目指します。 

 

在宅サービス 

 障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、各種サービスを提供しています。 

サービス名 内 容 

ホームヘルプサービス 
日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者(児)に対し、家庭にホー
ムヘルパーを派遣して、「身体介護」や「家事援助」を行います。 

生 活 介 護 
常時介護を必要とする障害者に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護

等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

移 動 支 援 事 業 
単独で外出することが困難な重度の障害者(児)に対し、ホームヘルパ

ーが移動を支援します。 

シ ョ ー ト ス テ イ 
在宅の障害者(児)を介護している家族が用務のため家庭での介護が

困難になった場合、短日間、指定の施設でお預かりします。 

 

（障害者支援）医療費の助成 

 身体障害者手帳（１・２級）または療育手帳（Ａ表示）、精神障害者保健福祉手帳（１級）の交

付を受けている方が対象となる重度障害者医療費支給制度により、保険診療による医療費の自己負

担額を助成しています（精神障害のある方については、精神科病床への入院は対象外）。 

 

 

障害者自立支援ショップ「一丁目の元気」 

   「一丁目の元気」は、障害のある人の手づくり商品を販売するアンテナショップです。

クッキーなどのお菓子をはじめ、木製品や生活雑貨などの小物まで、北九州市内の障害

のある人が、心を込めて製作した商品を販売しています。 

また、店内には、コーヒーなどを飲みながらゆっくりしていただけるカフェスペース

もありますので、ぜひ「一丁目の元気」にお越しください。 

   お待ちしております。 

 

◆住  所：北九州市小倉北区京町一丁目６－１  

  ◆T E L：３８３－６０６１ 

  ◆F A X：３８３－６０６２ 

  ◆営業時間：１１：００～１７：００ 

  ◆定 休 日：日、月曜日 

  ◆取扱商品：焼き菓子、スイーツ、野菜、木製品、文具、生活  

雑貨、陶器、ファッション製品、おもちゃ ほか 

 

 保健福祉課 高齢者・障害者相談係  ＴＥＬ：５８２－３４３０ 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 ＴＥＬ：５８２－３４３０ 

コラム 

店内の様子 
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障害者の現状 

 

身体障害者・知的障害者の状況 

障害種別 小倉北区 市 

身体障害者 9,027 人 47,084 人 

知的障害者 2,297 人  11,526 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

精神障害者の状況 

 小倉北区 市 

精神障害者（手帳交付者数） 2,375 人  9,864 人 

 

 

※身体障害者・知的障害者数は 
身体障害者手帳・療育手帳交付数より 

※令和 3年 3月末現在 

※令和 3年 3月末現在 

資料：保健福祉レポート 2020 

資料：保健福祉レポート 2021 

資料：保健福祉レポート 2021 
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【難病患者等】 

 難病患者とその家族が、安心して療養生活を送ることができるよう、様々な支援を行っています。 

 

 

特定医療費（指定難病）の助成 

 国が指定する難病（指定難病）の患者で、「①症状の程度が一定以上の方」、もしくは「②高額

な医療を継続することが必要な方」に対して、指定難病及び当該指定難病に付随して発現する疾病

の治療にかかる医療費（保険診療による自己負担分）の一部を助成します。また、所得状況に応じ

て、自己負担上限月額が設定されています。 

 

 

 

北九州市難病相談支援センター（難病の相談等） 

 北九州市難病相談支援センターでは、難病の患者さんやご家族の皆様

が、安心して療養生活を送っていただけるよう、様々な支援を行ってい

ます。 

相談支援（病気や治療のこと、介護や制度のこと等の個別相談）、患

者・家族会活動の支援、講演会等の開催、情報の発信・啓発、就労支援

などを行います。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健福祉局 難病相談支援センター  ＴＥＬ：５２２－８７６２ 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 ＴＥＬ：５８２－３４３０ 

 保健福祉局 難病相談支援センター   

ＴＥＬ：５２２－８７６１ 

内部の様子 

※各テーブルへの仕切り板設置など 
感染症対策を講じています 

おくやみコーナーの設置 

 ご遺族の区役所来庁時の滞在時間の短縮や手続き忘れの防止を図るため、区役所における

各種手続きの相談窓口として、『おくやみコーナー』を開設しました。申請書の一部は氏名・

住所等を予め印字してお渡しする「書かない」サービスも導入しております。ご遺族の負担

を少しでも軽減できるよう、お手伝いさせて頂きますのでぜひご利用ください。 

 

◆受付場所：小倉北区役所 東棟１階  

 ◆窓口開所時間：平日の９時～１７時 ※最終受付時刻は１５時  

 ◆予約専用番号：０９３－５８２－２０５８ 

  

コラム 


