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トピック１　新型コロナウイルス感染症に対する取組み

Ⅰ　新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症への対応については、福岡県等と連携し、様々な取り組みを⾏って

います。医療提供体制の確保に関しては、新型コロナ患者を受け⼊れるためのコロナ病床の確保

や、発熱等の症状のある⽅に対して検査・診断等を⾏う診療・検査医療機関（発熱外来）等の確保・

充実等に取り組んでいます。

また、⾃宅療養者への⽀援策として、体調が変化した⽅や重症化リスクの⾼い⽅に対して、医

療機関等からの往診やオンライン診療の体制整備など医療⽀援を⾏ったほか、ご⾃⾝で⾷料等を

確保できない⽅等に対して、⾷料品や⽇⽤品の⽀援も⾏っています。

さらに、感染症の発⽣予防及びまん延防⽌のために、関係機関と連携を図り、医療従事者等に

対して研修会を⾏うなど、感染症に対応することのできる⼈材育成にも努めています。

今後の感染拡⼤に備え、引き続き、こうした取り組みを進めてまいります。

Ⅱ　ワクチン接種について

１　これまでの取組み

ワクチン接種については、令和３年４⽉に、１・２回⽬接種を開始。新型コロナウイルス感

染症の拡⼤防⽌、重症化予防等を図るため、国からのワクチン供給量等を踏まえつつ、市内全

域での集団接種や市内医療機関での個別接種、医療従事者への接種や⾼齢者施設等における接

種、保育⼠・教職員等に対する優先接種など、様々な取組みを進め、多くの市⺠への接種を迅

速かつ円滑に推進しました。

その後、令和３年 12⽉から３回⽬接種を、令和４年５⽉からは４回⽬接種を開始。１・２

回⽬接種と同様、様々な接種体制を確保し、着実に接種を進めてきました。

こうした取組みの結果、令和４年９⽉末時点で、１・２回⽬の接種を終えた⽅は約 74 万⼈（12

歳以上の約 88％）、３回⽬の接種を終えた⽅は約 61 万⼈（２回接種を終えた⽅の約 82％）、４

回⽬の接種を終えた⽅は約 26 万⼈（対象者の約 70％）となっています。

また、⼩児（５〜 11 歳）への接種についても、令和４年３⽉に１・２回⽬接種を、９⽉に

３回⽬接種を開始。集団接種や個別接種により、接種を進めています。

２　今後の取組みについて

令和４年９⽉下旬から、従来のワクチンを２回以上接種された⽅を対象に、「オミクロン株

対応ワクチン」の接種を開始しています。

「オミクロン株対応ワクチン」とは、従来株とオミクロン株の両⽅に対応したワクチンで、

オミクロン株に対し、従来のワクチンを上回る効果が期待されているほか、今後の変異株に対

しても、有効である可能性が⾼いとされています。

市としては、今後、「オミクロン株対応ワクチン」の接種を迅速かつ円滑に進めていくとと

もに、ワクチンの接種はあくまで本⼈の意思に基づき、同意の下に⾏われるものであることか

ら、市⺠が⾃らの意思で適切に判断していただけるよう、ワクチンの安全性や有効性等につい

て、引き続き丁寧できめ細かな情報発信を⾏っていきます。
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【新型コロナワクチン接種の主な経緯】

時期 取組内容

１ 令和３年４⽉12⽇ １・２回⽬接種　住⺠接種開始（⺠⽣委員等への先⾏接種）

２ 令和３年４⽉19⽇ １・２回⽬接種　⾼齢者施設での接種開始

３ 令和３年５⽉12⽇ １・２回⽬接種　本格化（市内全域での集団接種開始）

４ 令和３年５⽉31⽇ 第２回ワクチン接種推進本部会議　開催

５ 令和３年７⽉１⽇ １・２回⽬接種　個別接種開始（市内約300医療機関）

６ 令和３年７⽉９⽇ １・２回⽬接種　保育⼠・教職員等への優先接種開始

７ 令和３年７⽉31⽇ １・２回⽬接種　接種を希望する⾼齢者：概ね接種完了

８ 令和３年11⽉中旬 １・２回⽬接種　接種を希望する市⺠：概ね接種完了

９ 令和３年12⽉１⽇ ３回⽬接種　医療従事者接種開始

10 令和３年12⽉22⽇ 第３回ワクチン接種推進本部会議　開催

11 令和４年１⽉８⽇ ３回⽬接種　住⺠接種開始（主に先⾏接種者／集団接種）

12 令和４年１⽉11⽇ ３回⽬接種　⾼齢者施設での接種開始

13 令和４年１⽉24⽇ 全市⺠センター（約130か所）に予約専⽤窓⼝開設（〜３⽉末）

14 令和４年２⽉５⽇ ３回⽬接種　本格化（市内全域での集団接種開始）

15 令和４年２⽉７⽇ ３回⽬接種　個別接種開始（市内約300医療機関）

16 令和４年３⽉５⽇ ⼩児（５〜11歳）１・２回⽬接種開始

17 令和４年５⽉28⽇ ４回⽬接種　住⺠接種開始（主に医療従事者／集団接種）

18 令和４年６⽉13⽇ ４回⽬接種　⾼齢者施設での接種開始

19 令和４年７⽉12⽇ 全市⺠センター（約130か所）に予約専⽤窓⼝開設（〜９月９日）

20 令和４年７⽉16⽇ ４回⽬接種　本格化（市内全域での集団接種開始）

21 令和４年７⽉19⽇ ４回⽬接種　個別接種開始（市内約300医療機関）

22 令和４年９⽉24⽇ ⼩児（５〜11歳）３回⽬接種開始

23 令和４年９⽉28⽇ 「オミクロン株対応ワクチン」接種開始

Ⅲ　高齢者施設の設備整備における新型コロナウイルス感染防止対策への支援

１　これまでの取組み

重症化リスクの高い高齢者の利用する施設等に対しては、ワクチンの施設接種やスクリーニ

ング検査等の支援のほか、令和２年度以降、国や県の補助金及び交付金を活用し、民間事業者

が実施する感染拡大防止対策のための設備整備費用に補助を行ってきました。

令和３年度には、感染拡大を防止しつつ「ウィズコロナ」下での社会活動再開を支援する目

的で、対象事業を追加・拡充し、より利用者・家族・介護従事者の安全・安心の確保が図れる

よう支援しています。

【補助実績】令和２年度：19事業所29,458千円、令和３年度：10事業所67,032千円

２　現在の取組状況

令和４年度に補助を行う事業所の選定にあたっては、対象となる全ての事業所へメール等で

の周知を行い、令和４年10月１日現在、19事業所から申請を受けています。
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入所系の介護施設・事業所

⑵　対象事業及び補助上限額

①　「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」（国）を活用し補助する事業

区　　分 基礎単価 単位

高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

風通しの悪い空間は感染リスクが高いことから、居室
ごとに窓がない場合等にも定期的に換気できるよう、
換気設備の設置等を行う。

4千円 1㎡

②　「福岡県地域密着型施設等整備補助金」（県）を活用し補助する事業

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

区　　分 基礎単価 単位

簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが室
外に漏れないよう気圧を低くした陰圧室の設置が有効
であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに
簡易的なダクト工事等を行う。

3,456千円 台数

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置

各ユニットの共同生活室の入り口に玄関室を設置する
等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペー
スを確保する。

800千円 １か所

従来型個室・多床室のゾーニング

新型コロナウイルス感染症が発生した際に、感染者と
非感染者の動線を分離することを目的として行う改
修。

4,800千円 １か所

家族面会室の整備等

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ、家
族との面会を実施するために必要な家族面会室の整備。

2,800千円 施設・事業所

多床室の個室化に要する改修費支援事業

感染が疑われる利用者が複数発生する場合に備え、感
染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するた
めの個室化改修。

978千円 整備床数



6

トピックス

１　住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

国の経済対策（「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）、

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」（令和４年４月 26 日原油価格・物価

高騰等に関する関係閣僚会議））を受け、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々

な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に

対して給付金を支給しました。

⑴　対象となる世帯

ア　令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯

イ　新たに令和４年度分の住民税均等割が非課税となった世帯

ウ�　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降申請日の属する月の前日まで

の家計が急変し、令和４年度分の住民税（均等割）が非課税である世帯と同様の事情にある

と認められる世帯

⑵　給 付 額　　　一世帯あたり10万円

⑶　受付期間　　　令和４年２月中旬～令和４年９月末

２　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

コロナ禍以前、福岡県社会福祉協議会が実施する貸付制度である、生活福祉資金を利用する世

帯は、生活に困窮される世帯（低所得世帯、障がいがある方の世帯、高齢者世帯等）の内、希望

する一部に限られていました。

長引くコロナ禍において、同貸付を利用する世帯が激増し、貸付限度額まで利用しても、なお、

多くの世帯が生活に困窮する事態となっています。

そのため、貸付限度額に達する等、貸付制度を利用できない世帯を対象として、就労による自

立を図る、もしくは、円滑な生活保護受給につなげることを目的として、令和３年７月以降、新

型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を行いました。

令和３年度は４億3,452万円、令和４年度は３億2,958万円（10月１日現在）を支給しています。

⑴　対象となる世帯

・緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

・申請者の世帯収入、金融資産（預貯金及び現金）の合計が、一定額以下である

・申請者が求職活動等を行っている　　など

⑵　給 付 額　　　単身世帯：６万円、２人世帯：８万円、３人以上世帯：10万円

⑶　支給期間　　　３カ月

３　生活困窮者支援に取り組む団体等への助成金

コロナ禍における物価高騰等に直面する生活困窮者への緊急的な支援として、地域の生活困窮

トピック２　新型コロナウイルス感染症・物価高騰に対する困窮者支援



7

ト
ピ
ッ
ク
ス者支援に取り組むNPO法人や社会福祉法人等で、コロナ禍における物価高騰等に影響を受け、

支援ニーズの高まりによる業務量が増加している団体に対して、一定の活動経費を助成する「生

活困窮者支援に取り組む団体等助成金」制度を新たに設け、支援を行いました。

この支援により、地域の生活困窮者支援に資する取り組みを行っている団体と市の自立相談支

援機関である「いのちをつなぐネットワークコーナー」の連携体制が構築されるとともに、地域

の社会資源の創出・充実につながりました。

⑴　対象となる団体

①�北九州市に所在し、主として北九州市民を対象として活動を行うことを目的として設立され

た団体（任意団体、社会福祉法人等を含む民間団体）

②地域の生活困窮者支援に資する取り組みを行っている団体

③�地域の自立相談支援機関である各区の「いのちをつなぐネットワーク」と、令和４年１月か

ら令和４年 12 月までの間に連携実績がある団体

⑵　給 付 額　　　最大50万円

⑶　受付期間　　　令和４年７月１日～令和４年８月31日

【チラシ】
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トピック３　「孤独・孤立」の現状と対策

１　孤独・孤立対策の重点計画

雇用環境・生活環境や家族及び地域社会の変化により、人々が「生きづらさ」や孤独・孤立を

感じざるを得ない状況を生む社会へと変化しています。こうした社会的変化に加え、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大による外出自粛の影響で、交流・見守りや支え合いの場、相談支援を

受ける機会等が失われたほか、非正規雇用者を中心に就業者数、給与水準が減少傾向となるなど、

孤独・孤立を感じやすくなっていた社会において内在化していた孤独・孤立の問題が顕在化して

います。

この孤独・孤立の問題に政府一丸となって取り組むため、国は令和３年 12 月に「孤独・孤立

対策の重点計画」を策定しました。

＜孤独・孤立対策の基本理念＞

① 孤独・孤立双方への社会全体での対応

孤独・孤立は人生のあらゆる場面において誰にでも起こり得るものであり、社会全体で対応

しなければならない問題です。当事者や家族等の状況は多岐にわたり、孤独・孤立の感じ方・

捉え方も人によって多様である中で、孤独・孤立双方を一体で捉え、「望まない孤独」と「孤

立」を対象として取り組みます。「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、さらに

は「誰もが自己存在感・自己有用感を実感できるような社会」「相互に支え合い、人と人との「つ

ながり」が生まれる社会」を目指して取り組むとともに、「予防」の観点からの具体的な施策

の在り方を検討します。

② 当事者や家族等の立場に立った施策の推進

当事者の目線や立場に立って、切れ目なく息の長い、きめ細かな施策を推進します。また、

当事者の家族等も含めて支援する観点から施策を推進します。

③ 人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進

当事者や家族等が相談できる誰かや、信頼できる誰かと対等につながり、人と人との「つな

がり」を実感できることが重要です。

行政・民間の各種施策・取組について有機的に連携・充実を進めていくこと、また、関係行

政機関、特に基礎自治体において、既存の取組も活かして孤独・孤立対策の推進体制を整備し、

社会福祉協議会や住民組織との協力、NPO 法人等との密接な連携により、安定的・継続的

に施策を展開します。

２　孤独・孤立の実態把握に関する全国調査

我が国における孤独・孤立の実態を把握し、各府省における関連行政諸施策の基礎資料を得る

ことを目的として、政府として初めて孤独・孤立の実態把握に関する全国調査が実施されました。

調査は、令和３年 12 月から令和４年１月にかけて行われ、調査の対象は、全国の満 16 歳以上

の個人を対象に、住民基本台帳から無作為に抽出した 20,000 人に対して、オンライン又は郵送

での回答を求め、11,867 人（59.3％）から回答を得ました。
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流、社会参加などの孤立に関する事項、配偶者の有無、就業状態などの属性事項などについてで

した。

孤独感が「しばしばある・常にある」と答えた人の割合は 4.5％、「時々ある」が 14.5％、「た

まにある」が 17.4％であった一方で、孤独感が「ほとんどない」と回答した人は 38.9％、「決し

てない」が 23.7％でした。年齢階級別の割合では、「しばしばある・常にある」は「30 歳代」が

最も高く 7.9％、最も低いのは「70 歳代」で 1.8％でした。男女別にみても、男女ともに「30 歳代」

が最も高く、男性が 8.3％、女性が 7.3％で、最も低いのは男女ともに「70 歳代」で男性が 2.1％、

女性が 1.5％でした。

この調査の結果、孤独感がある人の年齢層や性別などのほか、現在の孤独感に至る前に経験し

た出来事、社会的孤立の状態などの全体的な傾向が、政府統計として初めて明らかになりました。

国は、今後も引き続き、孤独・孤立の実態把握に関する全国調査を実施するなど、継続的に孤独・

孤立の実態把握に努めることとしています。

３　北九州市孤独・孤立対策等連携協議会

民間団体、行政等の各支援者が、他の支援者と連携しながら支援が届けられるよう、日頃から

支援者同士の顔が見える関係をつくり、官民が連携しながら支援をつなぎつなげていくため市内

で孤独・孤立に関する支援を行っている NPO 法人等 15 団体で構成する「北九州市孤独・孤立

対策等連携協議会」を立ち上げました。

令和４年２月に開催した第１回協議会では、団体間での支援を繋げていく方策、団体間での情

報共有や情報発信、各団体の支援者の人材育成、など活動を行っていく上での具体的な団体間で

の連携について意見交換を行いました。

令和４年６月には第２回協議会を開催し、孤独・孤立の実態把握に関する全国調査の結果を共

有したほか、困った人が誰でも頼れる「誰ひとり取り残さないまち」を作る「希望のまちプロジ

ェクト」、「生活困窮者支援に取り組む団体等助成金」等について情報交換を行いました。

４　地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業

孤独・孤立の問題に対してNPO法人等の支援機関単独では対応が困難な実態があることも指

摘されていることから、国は、各種相談支援機関やNPO法人等の連携の基盤となる全国的なプ

ラットフォームとして、令和４年２月に「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を発足し

ました。

今後、住民に身近な地方レベルでも行政やNPO法人等の連携を進めていくために、国が地方

プラットフォームの整備を後押しし、効果的な連携の進め方のモデルを開発、連携基盤の全国波

及を進めていくこととしています。

本市においても、国に先駆けて設置した「北九州市孤独・孤立対策等連携協議会」を継続的・

発展的に維持し、一層の連携強化を図っていくため、国の取組と連動し、支援の質の向上や支援

の輪の拡大につながる取組み、孤独・孤立問題に対する情報発信などを行っていきます。
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５　お悩みハンドブック　北九州市版の配信

お悩みハンドブックは、一人ひとりの悩みに合わせた支援を利用しやすくするサービスです。

スマートフォン・ウェブから質問に答えていくだけで、自分にあった様々な公的な支援を調べる

ことができます。

病気や困窮、家庭内の暴力といった個人での対処が難しい困難に直面したときに利用できる

様々な支援制度がありますが、これらの制度は、担当する役所・部署がばらばらであったり、複

雑な申請が必要であったりして、実際に困難に直面したときに使いこなすことが難しいとの指摘

があります。

そこで、ウェブ上で、あてはまるお悩みにチェックをつけるだけで、その軽減や解決に役立つ

支援制度、相談窓口、情報提供サイトなどの役立つ解決手段をかんたんに集めることができるシ

ステムの利用を開始しました。

案内される情報は、お金、仕事、住まい、病気・障害、子育て、介護といったベーシックなも

のから、家庭内の暴力やいじめ、学び直しなどの領域まで 200 種類以上あり、幅広い悩みに対応

しています。

相談者にとっても、予め相談内容について整理することができるため、窓口での事情説明の負

担感の軽減につながったり、気軽に誰にも知られずに、利用可能な制度の把握や相談先を知るこ

とができ、支援にたどり着くまでの負担感を減らすことが期待されます。

また、各種相談窓口においても、相談サービスの質の平準化や相談窓口での相談者のたらい回

しの回避につながります。

６　今後の取組み

社会全体で孤独・孤立問題に対する理解や対策への機運を高めるため、北九州市孤独・孤立対

策等連携協議会を通じて、支援現場の課題や実践上の工夫などを共有し、行政、NPO法人等、

多様な主体が幅広く参画し、人と人とのつながりを実感できる地域づくりや社会全体の機運醸成

を図りつつ、官民一体で取組みを推進します。

また、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が、世代や分野を超えて「丸ご

と」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社

会の実現に向けて、地域において当事者を包括的に支える支援体制を構築する重層的支援体制整

備事業の実施に向けた検討を行います。
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トピック４　発達障害者支援の取組み

１　背景

発達障害のある方が、自分らしさを大切にしながら安心して日常生活や社会生活を営むために

は、乳幼児期から成人期までのライフステージを通じて切れ目のない支援を行うことが重要です。

発達障害の特性は一人ひとり異なり、それぞれの特性を適切に捉え、理解することで、当事者

の方が抱える生きづらさに寄り添い、得意なことを伸ばしたり苦手なことを改善したりする支援

等を行うことができます。

本市では、発達障害のある方のライフステージに応じて一貫した支援を行っていくための適切

な環境づくりを目指して取組みを進めています。

２　現在の取組み状況

⑴　発達障害者支援地域協議会

発達障害のある方への切れ目のない支援を行うため、地域支援体制の構築に関することやラ

イフステージを通じた支援に関することなどについて、学識経験者、医療、福祉、教育関係者、

当事者団体で協議をしています。

令和３年度は、これまでの議論をもとに作成された「中間まとめ」を踏まえ、発達障害児者

のライフステージを通じた支援システムの構築に向けて、専門的・技術的な視点から検討を進

めるために、専門部会を３部会設置し議論を重ねました。

令和４年度は、各専門部会での議論の結果をもとに、支援の課題等を協議するとともに、具

体的な取組みに着手していきます。

【各部会の名称及び検討課題】

名　称 検討課題

調査・骨格検討部会

（構成員10名）

◇　発達障害のある方の生活を支える「基本の手立て」を整理検討

　（例 : 生活環境の構造化、理解と表出のコミュニケーション支援等）

◇　現状分析、実態調査の企画実施（「基本の手立て」の普及等）

第一部会（支援システム検討

部会）

（構成員10名）

◇　幼児期から成人後までの重層的な支援システム、ＭＳＰＡ活用

◇　健診や治療、相談などの機会を活かした「特性の気付き・理解」

◇　当事者の生活を支える「基本の手立て」の継続支援

第二部会（強度行動障害支援

検討部会）

（構成員９名）

◇　�行動障害の予防から早期介入、集中支援、支援付き地域生活への

移行まで一貫したシステム構築

◇　地域での「暮らしの場」、その人らしい「暮らし方」の支援

⑵　発達障害児早期支援システム研究事業・健診研究会

本市では、医療・教育・福祉の多職種で連携し、発達障害児の早期支援や支援のあり方を研

究するため、令和元年度から「発達障害児早期支援システム研究事業」をスタートさせ、『Ｍ

ＳPＡ（エムスパ。当事者、家族、支援者間での発達特性の共通理解を促し、支援に生かすた
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め、発達特性を視覚的に理解できるように工夫されたツール）』を活用した早期支援を試行し

ました。その後、健診のシステム構築に関する調査研究にも着手し、就学前のどのタイミング

で、どのようなアプローチを行うのか協議を重ねました。

そして、令和３年度は、市内の保育所（園）３施設において、既存の園医健診を活用した健

診システムのモデル実施を行いました。具体的には、まず、年中児を対象として、その保護者

や保育者へ『ＳＤＱ（子どもの強さや困難さを把握するためのアンケート）』を実施しました。

次に、園医健診の情報も含め、支援が必要と思われる子どもに対し、小児科医による２次健診

と発達障害者支援センターつばさによる特性評価（ＭＳPＡ）を行いました。そして、この結

果を踏まえて、子どもの保護者や在籍する保育所（園）に発達特性や対応のポイントを説明し

て情報を共有するとともに、日々の対応に役立ててもらうこととしました。

令和４年度は、健診システムのより効果的な運用に向け、令和３年度の取組みで判明した課

題等への対応も踏まえて、幼稚園を対象としたモデル実施を行います。

⑶　世界自閉症啓発デーに伴う啓発活動

多くの方に発達障害を理解してもらうための取組みとして、４月２日の世界自閉症啓発デー

の啓発期間中（毎年４月２日～４月８日）に、小倉城や門司港駅舎等の施設をブルーにライト

アップしています。

令和４年度は、これに加えて、市内の図書館や北九州市立福祉会館（ウェルとばた）、北九

州市障害者スポーツセンターアレアスに、専用の展示・啓発コーナーを設置し、関連図書の紹

介、発達障害の特性や対応に関するパネル展示を行うなど、発達障害をより身近に感じられる

ように取り組みました。

⑷　個別支援に関する取組み

発達障害のある方やその家族の地域生活を支えるため、北九州市発達障害者支援センターつ

ばさによる相談支援や発達支援、発達障害のある子どもの子育て経験者であるペアレントメン

ターが、子どもの発達障害に悩む親から相談を受ける「発達障害に関する相談カフェ」など、

個別の支援にも取り組んでいます。

３　今後の取組みの方針・方向性

今後も、発達障害のある方のライフステージを通じた支援を切れ目なく繋げていけるよう、支

援システムの構築に向けて様々な機関と連携し、取組みを進めていきます。
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トピック５　がん患者支援の新たな取組み

１　背景

がんは、我が国では年間 100 万人の方が罹患し、その対応は疾病対策の中でも極めて重要なも

のと位置づけられています。近年では医療の進歩により、治療成績や通院環境も大きく向上して

おり、患者の皆様が社会との繋がりを保ちながら療養生活を送るための支援として「アピアラン

スケア」の普及が重要な課題となっています。

アピアランスケアとは、治療に伴う外見の変化（脱毛、爪の割れ、手術痕や身体の部分的な欠

損等）に対し、外見と共に周りの環境や患者本人の気持ちを整える支援のことです。外見（アピ

アランス）の変化に対する支援の必要性は、国の「がん対策推進基本計画」や福岡県の「がん対

策推進計画」においても社会的な課題の一つにあげられています。

２　現在の取組み状況

こうした現状を踏まえ、福岡県では令和３年度の新規事業として「福岡県アピアランスケア推

進事業」を立ち上げました。この事業は、市町村ががん患者やがん経験者が使用する医療用のウ

ィッグや乳房 ( にゅうぼう ) 補整具等の購入費用に対する助成を行った場合、その助成額の２分

の１を県が補助するものです。北九州市ではこの制度を活用し、県内で最も早く、令和３年 12

月より「北九州市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業」を開始しました。

対象者は⑴北九州市内に住民票がある方、⑵がんと診断され、現在治療中または過去に治療を

受けたことがある方、⑶県内他自治体から同様の助成を受けたことがない方、⑷過去にこの事業

の助成を受けたことがない、又は、一方の区分のみ受けた方で、他方の区分を申請する方、以上

４つの要件をすべて満たす方です。

助成対象は、⑴医療用ウィッグ（部分用ウィッグを含む）、装着用ネット、毛付き帽子、⑵補

整パッド、補整下着などの補整具等です。助成額は医療用ウィッグ等が２万円、補整具等は１万

円を上限としています。

３　これからの課題

令和３年度は 12 月より受付を開始しましたが、限られた期間にも関わらず多くの方からお問

い合わせをいただき、初年度分として 260 名の方に助成を行いました。令和４年度に入ってから

も前年度と同様のお問い合わせや申請をいただいており、実際に助成を受けた方からは「このよ

うな制度ができて助かった」とのお声も寄せられています。また医療関係者からも「この制度が

できて、アピアランスケアを患者の方々に勧めやすくなった」とのお声があり、限られた助成額

ではありますが、アピアランスケアの普及に寄与したものと考えます。

一方で、申請書類の煩雑さ、申請から支給決定までの期間の長さ、助成対象の内容等について

見直しを求める声もあります。今後はまず、制度の普及に向けた情報発信や申請手続の改善に取

り組むとともに、助成内容等に見直すべき点はないか、福岡県をはじめ関係者、関係機関の皆様

と意見交換を進めたいと考えています。
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１　背景

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料の滞納整理や納付相談等は、各

区役所の国保年金課及び保健福祉課で行っていましたが、令和４年４月１日から、財政局債権管

理室東部料金納付課（小倉北区役所内）及び西部料金納付課（コムシティ内）で、実施しています。

これまで各債権で個別に行っていた徴収業務は、区役所の複数の窓口から財政局債権管理室東

部・西部料金納付課に移管され、重複滞納がある場合など納付相談等が一度で済むようになりま

した。また、コロナ禍でも市民が東部・西部料金納付課に行かなくても済むよう、電話や郵送対

応を中心に取り組んでおり、市民サービスの維持向上のための取組みを行っています。

２　現在の取組み状況

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の金額や減免等のお問い合わせ・相談の

窓口は、従来どおりお住まいの区の国保年金課、保健福祉課介護保険担当です。

納期内に保険料が納付できない場合などの相談に関する窓口は、東西２カ所に設置した料金納

付課に変わりました。

【財政局　債権管理室　東部料金納付課】

住 所 区 電話番号（市外局番 093） 住 所 地

門 司 区
５８２－２０２５

５８２－２０２６

５８２―２０２７

小倉北区大手町１番１号

（小倉北区役所　東棟４階）

小　倉　北　区

小　倉　南　区

市　　　　　外

【財政局　債権管理室　西部料金納付課】

住 所 区 電話番号（市外局番 093） 住 所 地

若 松 区

５８８－４２２０

５８８－４２２１

八幡西区黒崎三丁目 15番３号

（コムシティ　４階）

八　幡　東　区

八　幡　西　区

戸 畑 区

トピック６　国民健康保険料等の滞納に関する徴収業務
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１　背景

平成 21 年に「北九州市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定し、動物の適正飼育の指導

や啓発など様々な動物愛護の取組みを進めてきました。また、平成 26 年 11 月には「致死処分ゼ

ロ社会宣言」を行い、北九州市獣医師会や動物愛護団体、個人ボランティア等の多くの関係団体

の協力を得ながら、動物愛護センターでの犬猫の引取り数の削減や譲渡の推進等に取り組んでき

ました。その結果、多くの犬猫が処分される状況は改善され、令和元年度には致死処分ゼロの目

標をほぼ達成することができました。

一方で、持続可能な「致死処分ゼロ社会」のためには、多頭飼育崩壊への対応強化や、譲渡が

難しいことにより収容期間が長期化している成犬・成猫の収容管理状況の改善、地域における野

良猫の問題解決、ボランティアの協力による譲渡活動の維持といった課題に取り組んでいく必要

があります。

そこで、令和３年度は、学識経験者や獣医師会、動物愛護関係者、地域住民で構成される「北

九州市動物の愛護及び管理に関するあり方検討会」を開催し、以下のテーマに沿って意見交換を

行いました。

２　検討会のテーマ

⑴　致死処分ゼロの維持

・持続可能な譲渡を実現するための譲渡情報の広報強化

・動物愛護団体・ボランティアとの新たな協力体制の構築

・譲渡困難な犬猫の長期収容に関する管理ルールの整備

・多頭飼育崩壊を未然に防止するためのネットワークづくり

⑵　飼い主のいない猫への餌やり苦情を減らすための対応強化

・無責任な餌やり防止の啓発・指導の強化

⑶　災害時のペット対策

・同行避難・事前準備の周知啓発の強化

・�飼い主とペットが同じ場所で過ごすことが可能な専用避難所（ペット同伴者専用避難所）の

検討

３　現在の取組み状況

⑴　譲渡情報の広報強化

北九州市立大学地域共生教育センターの協力のもと、ＳNＳ（Instagram、Twitter）を活用

した譲渡動物の紹介を行っています。

⑵　災害時のペット対策

ペットとの同行避難について周知啓発を強化するため、ペットの飼い主と避難所運営者が災

害に備えて日頃から準備することや、それぞれが災害発生時に対応することについて１冊にま

とめて記載した、「飼い主と避難所運営者のための手引き」を作成しました。現在、市のホー

トピック７　動物の愛護及び管理に関する今後のあり方の検討
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ムページで公開し、各区役所及び動物愛護センターで配布しています。

さらに、ペットの吠え癖等によって最寄りの予定避難所への避難が難しい市民に対し、ペッ

トと同じ場所で過ごせる「同伴避難」が可能な専用避難所を戸畑区の夜宮青少年センターに試

行的に設置し、その効果を検証する取組みを行っています。

【飼い主と避難所運営者のための手引き】

４　今後の取組みの方針・方向性

今後とも、北九州市獣医師会や動物愛護団体、個人ボランティア等の関係団体との連携を図り

ながら、持続可能な致死処分ゼロ社会の実現に向けた取組みを推進していきます。
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トピック８　YouTube・アニメーションを活用した人権啓発の展開

１　背景

北九州市人権推進センターでは、人権問題について正しい理解と認識を深め、人権意識の高揚

を図るため、市政だよりへの特集記事掲載、人権週間記念講演会・ふれあいフェスタなどの参加

型市民啓発活動、ラジオ番組の放送や人権啓発動画の制作など、様々な啓発活動を行っています。

こうした啓発活動を市民へ周知するため、従来は、公共施設でのポスター掲示や街頭啓発での

チラシとノベルティーの配布等を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため、多くの施設の休館や人と人との接触を避けるなどの対策がとられる中、人権啓発につい

ても工夫が求められるようになりました。

また、同和問題 ( 部落差別 ) では、平成 28 年 12 月に制定された「部落差別の解消の推進に関

する法律」に、「現在もなお、部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に

関する状況の変化が生じている」と記載され、同法第６条に基づき実施された「部落差別の実態

に係る調査」の結果においては、インターネット上の差別的行為が増加傾向にあることが報告さ

れています。こうした現状に対応し、インターネットや都心部の大型ビジョンを活用した新たな

手法にも取り組んでいます。

２　現在の取組み状況

⑴　北九州市人権推進センターYouTubeチャンネルの開設（平成 27 年６月 25 日）

視聴覚教材を、市民を始め市内外のより多くの方が気軽に活用できるようYouTubeチャ

ンネルを活用することとし、以下の教材を配信しています。

［YouTubeチャンネルのトップ画面］
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ア．広く人権課題に対応したもの

①�人権を考える５分間のラジオ番組「明日への伝言板」のアニメーション動画や紙芝居形式

の動画

②人権啓発CＭ（“差別のない社会を目指して”他）の動画

イ．同和問題 (部落差別 )に対応したもの

同和問題 ( 部落差別 ) をテーマとした「モモマルくんと考えよう２～知りたくない、聞

きたくないと思っていない？～」（８万１千回※）と「モモマルくんと考えよう３～仲間

はずれのない未来のために～」（16 万２千回※）のアニメーション動画 (DVD) を制作し、

YouTubeチャンネルで配信するとともに、YouTube広告を活用することで多くの市民

等に視聴されました。（※令和４年 10 月現在の再生回数）

　　　　　　　　　　　　　　【「明日への伝言板」アニメーション動画】

　　　　　　　　　　　　　　【「モモマルくんと考えよう２」】

⑵　都心部大型ビジョンでの放映

利用者の多いターミナル駅の大型ビジョンを活用し、幅広い層への啓発を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　【JR小倉駅のJＡＭ広場】

　　　　　　　　　　　　　　「モモマルくんと考えよう３」アニメーション動画
　　　　　　　　　　　　　　　※福岡県同和問題啓発強調月間(７月)に放映

　【小倉駅南口大型ビジョン】

　ヘイトスピーチ啓発動画「ヘイトスピーチ、許さない」

　※福岡県制作の啓発動画を、５月連休を含む15日間にわたり放映

⑶　その他の取組

インターネット上では、現在も同和問題（部落差別）をはじめ、人権課題に関する誹謗中傷

や差別的な投稿が続いているため、新たな試みとして、若年層が人権問題に対し正しい知識を

持ってもらえるよう「モモマルくんと考えよう」の冊子及びアニメーション動画のＤVＤを、

公立の小学校や中学校等へ配布しました。

３　今後の取組

今後も、YouTubeやアニメーション動画など、多様な広報媒体を積極的に活用した人権啓

発を推進していきます。




