
自死で家族を亡くされた方のための相談窓口
個別相談窓口

［予約制］

専門のスタッフがあなたの
気持ちをお聴きします。

月～金 9:00～16:00

無料法律相談
［予約制］

自死に伴う法律問題について
弁護士が相談に応じます。

毎月第3火曜日 13:30～
（上記以外の日程はご相談ください）

わかち合いの会
［初めての方は要事前申込］

ご遺族同士が出会い、
安心して語り会う場です。
偶数月の第3土曜日 14:00～16:00

【申込・問い合わせ】
北九州市立精神保健福祉センター（月～金 8:30～17:15）　☎０９３-５２２-８７２９

北九州市いのちとこころの支援センター（北九州市立精神保健福祉センター内）
北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号　TEL 093-522-8729　FAX 093-522-8776
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日本の自殺者数は、平成10年に急増して以来、
年間約3万人もの高い水準で推移しています。
この数は交通事故死亡者の約6倍にのぼります。

北九州市における自殺者数は、平成10年以降、
年間200人を超える状況が続いていますが、近年
は減少傾向にあります。
しかしながら、毎月約15人の方が自殺で亡くなら
れていることになり、全国的にみても決して少な
いものではありません。

日本では、中高年男性の自殺死亡率が高く、40歳
代から60歳代の男性で自殺者全体の約4割近く
を占めています。

日本における若い世代の自殺は、国際的にみても
深刻です。

北九州市の自殺者数は
年間約200人。

若年層対策が課題。

● 自殺者数の推移[北九州市]
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（厚生労働省「人口動態統計」より作成）

自殺は、その多くが
追い込まれた末の死

自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、
自殺以外の選択肢が考えられない状態に

陥った結果と言えます。
自殺を図る人の多くは、自殺の直前にうつ病、
アルコール依存症等の精神疾患を発症し、

正常な判断を行うことができない状態にあります。

自殺は、その多くが
防ぐことができる
社会的な問題

自殺は社会の努力で避けることのできる死です。
制度・慣行の見直しや相談・支援体制の整備、
専門家への相談やうつ病等の精神疾患の

適切な治療に対する支援など、
社会的な取り組みを行うことで
自殺を防ぐことができます。

自殺を考えている人は
何らかの変化を

示していることが多い
死にたいと考えている人は、

心の中では「生きたい」という気持ちとの間で
激しく揺れ動いています。

不眠、原因不明の体調不良など
自殺の危険を示す変化に気づくことが

自殺予防につながります。

● 自殺者数と交通事故死者数の比較[全国]

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成 9年 10年 11年 12年13年 14年15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

（警察庁統計より作成）

9年 10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年24年25年26年

1 2



3 4



（平成27年9月現在）

つらい気持ち、こころの苦しみを
聴いてほしい（自殺予防）

●北九州市自殺予防こころの相談電話
［北九州市立精神保健福祉センター］
☎522-0874

（月～金 9:00～17:00）

●北九州いのちの電話
☎671-4343 

（年中無休・24時間）

●自殺予防いのちの電話
☎0120-738-556

（毎月10日 8:00～翌日8:00）　

●ふくおか自殺予防ホットライン
☎092-592-0783

（年中無休・24時間）

●よりそいホットライン
☎0120-279-338

（年中無休・24時間）

●東京自殺防止センター 
☎03-5286-9090

（年中無休・20:00～翌日6:00、火のみ 17:00～翌日6:00）

身の回りや生活上の心配ごと、
悩みの相談

●心配ごと相談［各区社会福祉協議会］
（区によって曜日・時間が異なります）
【門 司 区】☎331-3688
【小倉北区】☎571-5452
【小倉南区】☎951-5388
【若 松 区】☎761-3422
【八幡東区】☎681-6601
【八幡西区】☎642-5035
【戸 畑 区】☎871-3259

●こころと生き方の一般相談
［男女共同参画センター“ムーブ”］
☎583-3331 面談は予約制

（火・水・木・土・日 9:30～17:00、金 13:00～20:00）

自死遺族のための相談窓口

●北九州市立精神保健福祉センター
☎522-8729 予約制

（月～金 8:30～17:15）

●グリーフケア・サポートプラザ
☎03-3796-5453

（火・木・土 10:00～18:00）

●自死遺族ライン
［日本臨床心理士会］ 
☎03-3813-9970

（水 19:00～21:00）

働く人のための相談窓口

メンタルヘルスに関する相談

●九州労災病院
　勤労者メンタルヘルスセンター

☎475-9626  予約制・2回目以降有料
（月～金 13：00～16：00）

●日本産業カウンセラー協会九州支部
　カウンセリングルーム北九州

☎092-434-4433 予約制・有料
※予約受付電話番号

（月～金 10:00～16:30に受付）

●働く人の悩みホットライン
［日本産業カウンセラー協会］
☎03-5772-2183

（月～土 15:00～20:00）

解雇・労働条件等の労働問題、
雇用のトラブルに関する相談

●北九州労働者支援事務所
☎592-3516

（月～金 8:30～17:15、水 17:15～20:00）

●総合労働相談コーナー
［労働基準監督署］
（月～金 8:30～17:15）

【北九州西】☎622-6550
【北九州東】☎561-0881
【門　　司】☎381-5361

犯罪被害者のための相談窓口

●福岡犯罪被害者総合サポートセンター
　北九州窓口

☎582-2796 面談は予約制
（月～金 9:00～16:00）

●犯罪被害者相談電話
　ミズ・リリーフ・ライン［福岡県警］

☎092-632-7830 
（月～金 9:00～17:45）

●犯罪被害者支援ダイヤル
［法テラス］
☎0570-079714
☎03-6745-5601（PHS・IP電話）

（月～金 9:00～21:00、土 9:00～17:00）

子どもを持つ親のための
相談窓口

●［各区役所］
　子ども・家庭相談コーナー

※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載）

ひとり親家庭の相談

●北九州市立母子福祉センター
☎871-3224 

（月～金 9:30～20:30、日 9:30～18:00）

妊娠・出産・乳幼児の発達や
子育てに関する相談

●［各区役所］地域保健係
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載） 

●子育て支援サロン“ぴあちぇーれ”
☎511-1085

（月～金10:00～17:00、第1･3火は休み）

いじめ、不登校、非行、
虐待等に関する相談

●子ども総合センター
☎881-4556

（月～金 8:30～17:15）

●北九州少年サポートセンター
（ハートケア北九州）
☎881-7830

（月～金 9:00～17:45）

子どものための相談窓口

●２４時間子ども相談ホットライン
［子ども総合センター］
☎881-4152 

（年中無休・24時間）

●チャイルドライン
☎0120-99-7777

（月～土 16:00～21:00）

若者のための相談窓口

●子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」
［概ね15歳～39歳］
☎882-0188

（火・水・木・金・土（月曜が祝日の場合火曜休み） 
10:00～18:45）

●若者しごと将来なんでも相談室 
［北九州パレス］
☎651-4600 

（木 18:30～20:30）

●若者のこころとしごと相談室 
　［勤労青少年ホーム］
【門　司】☎331-7177 予約制
（第2水 19:00～21:00）

【若　松】☎761-7500 予約制
（第4火 19:00～21:00）

【八幡西】☎601-2684 予約制
（第3火 19:00～21:00）

高齢者のための相談窓口

●地域包括支援センター
［各区役所統括支援センター］
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載）

外国人のための相談窓口

●外国人インフォメーションセンター
［北九州国際交流協会］
☎643-6060 一部予約制

（火～金 10:00～16:00）

中小企業のための相談窓口

●中小企業支援センター
☎873-1430 面談は予約制

（月～金 9:00～12:00、13:00～17:00）

精神保健・障害福祉に関する相談

●［各区役所］高齢者・障害者相談係
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載） 

●北九州市障害者基幹相談支援センター
☎861-3045（FAX 861-3095） 

（月～金 9:00～17:45）

●夜間・休日精神医療電話相談
☎647-3350

（平日 17:00～翌8:30、土日祝 8:30～翌8:30）

●北九州市発達障害者支援センター
　［発達障害に関する相談］

☎922-5523
（月～金 8:30～17:00）

アルコール関連問題に関する相談

●［各区役所］高齢者・障害者相談係
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載）
一部予約制

薬物依存・ギャンブル依存に
関する相談

●北九州市立精神保健福祉センター
☎522-8729 予約制

（第1･3水 13:30～16:30） 

ニート・ひきこもりに関する相談

●北九州若者サポートステーション
☎512-1871 予約制

（月～土 10:00～17:00）

●北九州市ひきこもり地域支援センター
　「すてっぷ」

☎873-3130 面談は予約制
（月～金 10:00～12:00、13:00～16:00）

就職に関する相談

●北九州障害者しごとサポートセンター
☎871-0030 予約制

（月～金 8:30～18:30）

●子育て女性就職支援センター
　（北九州） 

☎571-6440 
（月～金 8:30～17:15）

●若者ワークプラザ北九州
［概ね40歳まで］
☎531-4510 

（月～土 10:00～18:00）

●若者ワークプラザ北九州・黒崎
［概ね40歳まで］
☎631-0020 

（月～土 10:00～19:00）

多重債務・消費者トラブルに
関する相談

●北九州市立消費生活センター
☎861-0999

（月～金 8:30～16:45、
 第1･2･4･5土 8:30～16:45、第3土 8:30～13:00）

【区役所内相談窓口（戸畑区除く）】
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載）  

（月～金 8:30～16:45）

●法テラス北九州
☎050-3383-5506 一部予約制

（月～金 9:00～12:00、13:00～16:00）

●福岡県弁護士会
　北九州法律相談センター

☎561-0360 予約制・有料
※多重債務相談は無料

【電話受付】月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
【面談相談】月～金 9:30～15:30

●福岡県司法書士会
　北九州総合相談センター

☎571-0125 面談は予約制・有料
【電話相談】月・木 18:00～20:00
【面談相談】月～金 15:00～17:00

●多重債務ホットライン
［日本クレジットカウンセリング協会福岡センター］
☎0570-031640 面談は予約制

（月～金 10:00～12:40、14:00～16:40）

●福岡県多重債務者生活再生相談窓口
　北九州相談室

☎512-6670 面談は予約制
（月～土 9:30～18:00）

法律・人権問題に関する
相談窓口

●法テラス北九州
☎050-3383-5506 一部予約制

（月～金 9:00～12:00、13:00～16:00）

●福岡県弁護士会
　北九州法律相談センター

☎561-0360 予約制・有料
※多重債務相談は無料

【電話受付】月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
【面談相談】月～金 9:30～15:30

●福岡県司法書士会
　北九州総合相談センター

☎571-0125 面談は予約制・有料
【電話相談】月・木 18:00～20:00
【面談相談】月～金 15:00～17:00

●法律人権相談
［各区役所総務企画課広報広聴係］

　 予約制
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載） 
　区によって曜日・時間が異なります

●高齢者・障害者あんしん法律相談 
［各区役所高齢者・障害者相談係］
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載） 
予約制（第3木 13:00～17:00）

●女性の人権に関する法律無料相談
［男女共同参画センター“ムーブ”］
☎583-5197 予約制

（第2火・第3土 13:00～15:00、第4水 18:00～20:00）
※予約受付は申込受付日の10:00～13:00

●性別による人権侵害相談
［男女共同参画センター“ムーブ”］
☎583-3663 面談は予約制

（火・水・木・土・日 9:30～17:00、金 13:00～20:00）

●人権相談窓口
［北九州市人権推進センター］ 
☎562-5088

（月～金 8:30～17:00）

DV（配偶者等による暴力）に
関する相談

●北九州市配偶者暴力相談支援センター
☎591-1126

（火～金 10:00～20:00、土・日 10:00～17:00）

●［各区役所］子ども・家庭相談コーナー
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載）

生活保護に関する相談窓口

●［各区役所］保護課
※各区役所代表電話番号へ（5ページ下に掲載）
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各区役所［代表電話番号］
（月～金 8:30～17:15）

【門 司 区】☎331-1881
【小倉北区】☎582-3311
【小倉南区】☎951-4111

【若 松 区】☎761-5321
【八幡東区】☎671-0801
【八幡西区】☎642-1441

【戸 畑 区】☎871-1501

インターネットを使って
相談窓口を検索できます

簡単！気軽に！
こころの健康チェック！

■北九州市いのちとこころの情報サイト ■こころの体温計 （北九州市版）
http://www.ktq-kokoro.jp/ https://fishbowlindex.jp/kitakyushu/

◀ＱＲコード  携帯･スマートフォンはこちらから ◀ＱＲコード  携帯･スマートフォンはこちらから


