
団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 ＮＰＯ法人 老いを支える北九州家族の会 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

その他（ 認知症・障害者               ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 社会福祉法人 北九州いのちの電話 

主な支援対象 

自殺防止  子ども・若者  生活困窮  ホームレス 

ひとり親  女性  ＤＶ・虐待  ひきこもり 

再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

その他（ 自殺予防の電話相談活動です  ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

その他（主に北九州市ですが、全国からの相談電話に対応） 

支援内容 

 

・電話での相談業務（自殺予防の電話） 

・電話を受ける側も相談する側も匿名であるため、ある程度相談内容や

できる行動も制限されていると考えられる。 

・孤独、孤立している人の話を相談員が電話で傾聴し、苦しい気持ちに

寄り添い、そのストレスを軽減できる役割を持っているのではないかと

考えている。 

・社会資源の紹介ができればと考えている。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 北九州シェルター 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

☐市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

基本 北九州シェルターはＤＶ被害者の対応をしています。 

しかし色々な状況の方が使用されます。 

10 代から 80 代まで様々な年代の方が利用されますが、スタッフとの日

常生活の中の会話を通して少しずつ心を開いていただけている気がしま

す。 

ホームレス状態の方もいらっしゃいましたが、やはり自分の存在の否定・

不安です。 

私たちのできることは、安心できる空間（ハード面・ソフト面）の提供

だと思っています。 

今は若い世代の家庭からの孤独感・孤立感が電話相談も増えています。 

相談を聞くこと、いざという時避難する場があることで安心ができる 

ようです。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 公益財団法人 北九州国際交流協会 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  外国人 

☐その他（                ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

その他（ 近郊の市町村         ） 

支援内容 

 

・多文化共生ワンストップインフォメーションセンターにおける外国人

市民への相談対応 

 （外国語相談員・専門家による相談・多言語による情報提供） 

 ※外国語相談員を始め、スマホやタブレット端末を活用した多言語通訳

システムを活用し、多言語での相談に対応。多面的かつ継続的な支援を

必要とする相談に対しては、社会福祉士の資格を持つ「多文化ソーシャ

ルワーカー」が関係機関と連携し、長期的なフォローを行っている。 

 

・日本語教室の運営、地域日本語教室への支援 

 

・外国人人材の発掘・情報収集、留学生等に対する地元就職支援、   

関原北九州大連友好基金を活用した奨学金の給付 

 

・行政・医療通訳、文化紹介講師や日本語指導者等、多文化共生の担い

手の人材バンク登録、自主防災組織等への参画促進、国際交流団体と

の連携、国際理解教育の推進 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 北九州市子ども・若者応援センター「YELL」 

主な支援対象 

☐自殺防止  子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

社会生活を営むうえでさまざまな「困難」を抱えた、概ね 15 歳から 39

歳までの子ども・若者の自立に関する相談に応じ、関係機関への紹介及

び必要な情報の提供や助言等支援を行う。 

併せて、福祉事業団の各施設等と連携して、「しごとレク体験」、「バイ

トライ」等の若者の自立を支援するための社会参加プログラムを実施す

る。 

また、児童養護施設等の入所児童または退所者に対し、自立生活への

不安や悩み、また、進路や求職活動等に関する相談に応じ、関係機関へ

の紹介及び必要な情報の提供や助言の支援を行う「社会的養護自立支援

生活相談事業」（ハナセール）を実施する。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会 

主な支援対象 

☐自殺防止  子ども・若者  生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  高齢  障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

 「北九州市地域福祉活動計画」を基本とし、「みんなが安心して暮らせ

る支え合いのまちづくり」の実現を目指して「ふれあいネットワーク活

動」「ボランティア・市民活動振興事業」「地域福祉権利擁護事業」など、

民生委員・児童委員、社会福祉施設・団体、保健・医療・教育など関係

者と連携し、住民が主体となった様々な活動を実施しています。 

 

【活動例】 

〇ふれあいネットワーク活動 

 市内１５５の校(地)区社協が中心となって、「見守り・話し合い・助け

合い」の３つのしくみをすすめ、支援を必要とする人々と地域とのつな

がりを作っています。 

 

〇地域福祉権利擁護事業 

 判断能力が不十分な高齢者や障害のある方へ、日常的な金銭管理のお

手伝いや福祉サービスの利用援助等を行っています。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 北九州市障害者基幹相談支援センター 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

再犯防止  ☐高齢  障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

障害者相談支援事業 

◆総合相談窓口として訪問支援（アウトリーチ）を含む相談支援を行う

ほか、障害者虐待防止センターとして、通報の受理や支援を実施 

◆居住サポート事業 

一般住宅（市営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望しているが 

契約の際、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害のある人に

対し、入居に必要な調整等の支援を行う。 

◆北九州市触法障害者支援事業 

不起訴や執行猶予処分となった知的障害等のある人に、市・司法・福

祉が連携して「継続的な見守り」や「効果的な就労支援」を行う。研修

会や啓発も実施。 

◆地域生活支援拠点等整備事業 

障害の重度化や障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見据え、障害の

ある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、緊急時にすぐに相

談でき、必要に応じて緊急的な対応を図る体制の構築を目的とした地域

生活支援拠点等の整備を行う。 

 

北九州市障害者自立支援協議会運営事業 

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的とした、「情

報の共有」「具体的な協働」「関係者によるネットワーク」に関する協議

会を運営する。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 北九州市ひきこもり地域支援センター 「すてっぷ」 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

  

 ひきこもり地域支援センターでは、ひきこもり当事者及び家族に対す

る支援を行っています。 

 多くの場合、当事者、家族の両方が社会から孤立しがちで、そのため

ひきこもりの長期化へとつながっていきます。まずはご家族が困ってい

ることを来所相談、電話相談、家庭訪問によって受け止め、一緒に対応

方法等を考えていきます。 

 また、ひきこもり当事者に対しても働きかけを行っていきます。当事

者との対話が可能になってからは、定期面談やフリースペース活動を利

用しながら、ゆっくりと社会との接点をつないでいきます。 

 最終的には、本人の希望する方向性（サポステ・就労移行 等）へ歩

みだせるまで、支援を行っていきます。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 一般財団法人 北九州市母子寡婦福祉会 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

  

ひとり親家庭や寡婦に対して主に就労と子育て支援を行っている。 

 ◇指定管理事業 

  〇北九州市立母子・父子福祉センター事業 

   （就業支援講習会・就職相談・一般相談・ふれあい事業） 

  〇北九州市立藍島保育所事業 

 

 ◇受託福祉事業 

  〇母子家庭等交流推進事業 

〇ひとり親家庭等日常生活支援事業 

〇母子福祉資金等償還金収納事務等委託事業 

〇面会交流支援事業   

〇養育費確保サポート事業 

 

◇自主福祉事業 

 〇ふれあい事業（ソフトバンク観戦・クリスマス会・研修大会） 

 〇7 地区ごとのふれあい事業 

 

◇その他 

 〇フードパントリ  

〇子ども食堂  

〇ふれあい福祉市場 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 子ども食堂ネットワーク北九州 

主な支援対象 

☐自殺防止  子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

その他（地域） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

・孤食の防止と地域の子どもと大人がコミュニケーションを図りながら

安心して過ごすことのできる多世代交流の場としての子ども食堂の支援

を行っています。 

◆子ども食堂の開設支援 

◆子ども食堂の運営支援（ボランティア募集含む） 

◆各種研修会やイベントの開催 

◆子ども食堂の理解促進のための説明会や広報活動 

◆子ども食堂向け助成金の紹介 

 

・子ども食堂が行うフードパントリーやお弁当配布の支援を行っていま 

す。 

◆企業などからの食品・食材の受け入れ 

◆子ども食堂への食品・食材の分配 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 NPO 法人 チャイルドライン北九州 

主な支援対象 

☐自殺防止  子ども・若者  生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

子どもの権利条約の理念にのっとり、子どもの「心の居場所」となる

ように 2003 年から活動を開始してきた。 

全国のチャイルドラインと連携して子ども専用電話（フリーダイヤル）

とオンラインによるチャットの常設（午後４時～午後９時）。児童虐待防

止推進月間や自殺予防キャンペーン活動として、夏休み明け前後や 11 月

に電話活動を実施。会報や毎年のムーブの市民企画事業等で子どもの声

を社会発信している。 

また、直接的支援として、チャイルドラインの活動を通して出会った

生きづらさを抱えるボランティア・若者等へのアドボケート活動（寄り

添い活動）も試行している。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 認知症・草の根ネットワーク 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（ 認知症を中心としながら、年齢・性別を問わず、 

居場所づくり、寄り添い） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

  

平成 20 年から「知って・知らせて・つなげよう！」を合言葉に“認知

症の理解を広げる”取組みを行ってきました。 

 平成 28 年、「認知症支援・介護予防センター」が設立され、“認知症

カフェ・カフェオレンジ”をスタートし、全国でも珍しい常設のカフェ

として、人材育成やネットワークの拠点としての経験を積み重ねていま

す。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 NPO 法人 フードバンク北九州ライフアゲイン 

主な支援対象 

☐自殺防止  子ども・若者  生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

☐再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

① フードバンク事業 

（子育て要支援世帯への食料支援）毎月 100 世帯程、継続支援世帯 530

世帯 

 

② ファミリーサポート事業 

（子育て要支援世帯を見出し食料支援、そして包括的支援へ） 

国や自治体に働きかけ、子どもの貧困の連鎖を断ち切るために必要な制

度改正等の政策提言を行ったり、北九州市全域において、貧困の連鎖を

断ち切るしくみや連携ネットワークを構築する事業 

※いのちネット、子ども家庭相談コーナー、市社協、母子会等との協働 

 

③ 地域子ども支援事業 

（最も身近な地域において親子を孤立させない地域モデル構築事業） 

子ども食堂運営、学習支援、子ども会活動、フードパントリー活動、 

放課後等デイサービス運営（一般社団法人ライフアゲイン運営）など 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 福岡県協力雇用主会 

主な支援対象 

☐自殺防止  ☐子ども・若者  ☐生活困窮  ☐ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

再犯防止  ☐高齢  ☐障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

  

「福岡県協力雇用主会」は、犯罪・非行の前歴があり、定職に就くこ

とが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改

善構成に協力する民間事業主の団体である。 

 全検挙者のうちの約３割に当たる再犯者によって、約６割の犯罪が行

われ、刑務所等に再入所した者のうち約７割が再犯時に無職であり、無

職である者の再犯率は、仕事についている者の約３倍と高くなっている

ことから、「仕事」の確保は再犯防止のカギである。 

 しかしながら、犯罪や非行をした者が、職に就き、仕事を続けていく

ことには様々な困難があり、仕事の経験も浅く、人間関係を築くことが

苦手な人が少なくない中、協力雇用主はこのような人の話に耳を傾け、

一緒に仕事をしながらコミュニケーションをとり続け、信頼関係の構築

に努めるとともに、それぞれが「居場所」を見つけられるよう支援に取

り組んでいる。 

 「反省は一人でもできるが、更生は一人ではできない。地域の支援が

必要です。」そのため、協力雇用主の活動に対する社会の理解と、罪を犯

した人の更生支援の拡大につながるよう活動しています。 



 

団体紹介シート 

 

 

貴団体の概要や実施しておられる支援活動に関して記載をお願いします。 

団体名 特定非営利活動法人 抱樸 

主な支援対象 

自殺防止  子ども・若者  生活困窮  ホームレス 

☐ひとり親  ☐女性  ☐ＤＶ・虐待  ☐ひきこもり 

再犯防止  高齢  障害  ☐外国人 

☐その他（                      ） 

活動地域 

市内全域  ☐門司区   ☐小倉北区   ☐小倉南区 

☐若松区   ☐八幡東区  ☐八幡西区   ☐戸畑区 

☐その他（                      ） 

支援内容 

 

1988 年 12 月、路上で生活するホームレス状態の方々の支援を開始。そ

れ以降、「何が必要か」「誰が必要か」を自分たちに問いながら、支援活

動を広げてきました。 

 

居住支援による自立者  3,640 人 

現在サポートしている人数  約 2,000 人 

ボランティア灯篭者数  1,775 人 

お弁当配布数  144,910 個 

困窮者からの相談件数  142,817 件 

困窮・高齢・障がい・子ども・居住等 27 事業実施 

（活動開始から 2021 年 3 月末） 

 


