
パンナコッタ（１５個入り）
５人
風味豊かでコクのある福岡県産牛
乳で作りました。滑らかな食感を
お楽しみください。

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望するプレゼント名と
次のアンケート３問に対する回答をご記入の上、平成２7年３月３１日
（消印有効）までにご応募ください。
当選者には電話連絡させていただく場合があります。

最も関心を持たれた記事を一つ選び以下の番号でお答えください。
①特集：のばそう、健康寿命②消防団員の募集③福岡県の農林水産業を応援しよう
④県政フラッシュ⑤相談窓口一覧⑥なるほど新発見⑦エコトンがゆく
⑧ふくおかの食⑨おでかけクリップ⑩情報のひろば
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の１０の柱に沿った項目）
を一つ選び以下の番号でお答えください。
①産業・雇用②防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性の活躍
⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ ⑨エネルギー・環境
⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）

1

2

3

県民情報広報課「福岡県だより３月号」プレゼント担当
〒８１２－８５７７（住所の記入は不要です）
０９２-６３２-５３３１
ふくおか電子申請サービス
kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

感想

アンケート

携帯版はこちらから ▼

ふくおか電子申請 福岡県だより 検 索

応 募 方 法：

あ て 先
は が き
フ ァ ク ス
電 子 申 請
電子メール

：
：
：
：
：（写真はイメージです）

プレゼントコーナー

専門の相談員・支援員が仕事に関するさまざまな相談に応じ、それぞれのニー
ズに合わせた職業紹介や各講座などを通じて、皆さんの就職活動を支援して
います。まずは、お気軽にご相談ください。

ふくおか相談窓口 保存版
福岡県の主な相談窓口です。
お気軽にご相談ください。

就職相談窓口 保存版

月～金：8時30分～17時15分
・県民相談室 ☎092-643-3333
・北九州県民情報コーナー 
☎093-581-4934
・県保健福祉（環境）事務所
【総合相談窓口】
筑　紫 ☎092-513-5610
粕　屋 ☎092-939-1529
糸　島 ☎092-322-5186
宗像・遠賀 ☎0940-36-2045
嘉穂・鞍手 ☎0948-21-4876
田　川 ☎0947-42-9313
北筑後 ☎0946-22-4185
南筑後 ☎0944-72-2111
京　築 ☎0930-23-2379

・県消費生活センター 
☎092-632-0999
月～金：9時～16時30分、
日：10時～16時
・多重債務者生活再生相談窓口
（グリーンコープ生協ふくおか内）
☎092-482-7788
月～土：9時30分～18時

住宅情報プラザ福岡
（一般財団法人福岡県建築住宅センター内）
☎092-725-0876
月～金：9時～17時30分

県ＮＰＯ･ボランティアセンター 
☎092-631-4411
月～金：9時～20時、
日・祝（土曜除く）：9時～17時

・福岡県あすばる女性ホットライン
☎092-584-1266
毎日：9時～17、金のみ18時～20時30分も対応
・配偶者からの暴力相談電話
☎092-716-0424
月～金：17時15分～24時、土日祝：9時～24時

障害者社会参加推進センター
☎/ファクス 092-584-6110
月～金：9時～17時

福岡県運営適正化委員会
（社会福祉法人福岡県社会福祉協議会内）
☎092-915-3511
火～日：9時～17時30分

年中無休、19時～翌朝７時
※平成27年4月1日から相談受付時間が変わります。
月～金：19時～翌朝7時
土：12時～翌朝7時
日・祝：7時～翌朝7時
☎プッシュ回線＃8000
・福　岡 ☎092-661-0771
・北九州 ☎093-662-6700
・筑　豊 ☎0948-23-8270
・筑　後 ☎0942-37-6116

にんしんSOSふくおか（思いがけ
ない妊娠・子育て・思春期相談）

公益社団法人福岡県看護協会
☎092-642-0110
毎日：9時～17時30分
児童相談（虐待や養育、障害に関する相談など）
年中無休、24時間受付 県内の児童相談所
・福　岡 ☎092-586-0023

・久留米 ☎0942-32-4458
・田　川 ☎0947-42-0499
・大牟田 ☎0944-54-2344
・宗　像 ☎0940-37-3255
・京　築 ☎0979-84-0407
・北九州市子ども総合センター
☎093-881-4152
・福岡市こども総合相談センター
☎092-833-3000

子どもホットライン24
 （学校生活に関する相談など）

県教育事務所　年中無休、24時間受付
・福　岡 ☎092-641-9999
・北九州 ☎0949-24-3344
・北筑後 ☎0942-32-3000
・南筑後 ☎0942-52-4949
・筑　豊 ☎0948-25-3434
・京　築 ☎0979-82-4444

公益財団法人福岡県国際交流センター 
（日本語・英語・中国語・韓国語対応）
☎092-725-9200
毎日：10時～19時

県ひきこもり地域支援センター
☎092-582-7530
月～金：9時～17時15分

・朝倉記念病院（筑前町）
☎0946-22-1014
月～金：9時～12時30分、13時30分～16時30分
・植田病院（筑後市）
☎0942-53-5185
月～金：9時～17時
・行橋記念病院（行橋市）
☎0930-25-2184
月～金：8時45分～17時30分

・県精神保健福祉センター
☎092-582-7400
月～金：9時～12時、13時～16時
・ふくおか自殺予防ホットライン
☎092-592-0783
年中無休、24時間受付
・福岡いのちの電話
☎092-741-4343
年中無休、24時間受付
・北九州いのちの電話
☎093-671-4343
年中無休、24時間受付

女性の健康、不妊などに関する相談
女性の健康支援センター・不妊専門相談センター
月～金：８時30分～17時15分
以下の県保健福祉環境事務所内に設置
宗像・遠賀☎0940-37-4070
嘉穂・鞍手☎0948-29-0277
北筑後☎0946-22-4211

医療・福祉

 認知症に関する医療相談（専門的な診断など）
・県指定認知症医療センター
・久留米大学病院（久留米市）
☎0942-31-7903
月～金：9時～16時30分
・牧病院（筑紫野市）24時間受付
☎092-922-2857
・宗像病院（宗像市）
☎0940-36-2775
月～金：9時～17時、土：9時～12時30分
・見立病院（田川市）
☎0947-46-2164
月～金：8時30分～17時30分
・国立病院機構大牟田病院（大牟田市）
☎0944-58-7265
月～金：8時30分～17時
・水戸病院（志免町）
☎092-935-0066
月～金：9時～17時、土：9時～12時
・飯塚記念病院（飯塚市）
☎0948-22-2565
月～金：9時30分～17時
・直方中村病院（直方市）
☎0949-26-1016
月～金：9時～17時

警察に対する相談・意見・要望
警察安全相談コーナー　24時間受付
☎092-641-9110
☎プッシュ回線＃9110

違法銃器に関する情報提供
拳銃110番　24時間受付
☎0120-10-3774

在宅医療に関する相談
各地域在宅医療支援センター
県保健福祉（環境）事務所内の総合
相談窓口から転送（左上参照）

暴力団に関する情報や相談
・匿名通報ダイヤル
☎0120-924-839
月～金：9時30分～18時15分
・県暴力追放運動推進センター
（暴力団員などからの不当な行為
に関する相談など）
☎092-651-8938 
月～金：9時30分～16時30分

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター 
月～金：9時～16時
福　岡 ☎092-735-3156
北九州 ☎093-582-2796
・性暴力被害者支援センター・ふくおか 
☎092-762-0799
毎日:9時～24時

・筑　後 ☎0942-30-0087
・筑　豊 ☎0948-26-6711
出張相談　要予約（各サポステまで）
（福岡）糸島：第3木、宗像：第3木
（北九州）黒崎：第1・3金
　　　 豊前：第1・3火、行橋：第2・4金
（筑後）大牟田：水、第1・3土
（筑豊）直方：第1・3金、田川：第2・4金

若者サポートステーション
 ［ニート、15～39歳］

個別相談、グループワーク、就労体験
などを通じた自立支援
月～金：10時～17時
・福　岡 ☎092-739-3405
・北九州 ☎093-512-1871

障害者・就業生活支援センター
障害者の就業や就業に伴う生活支援
・野の花（福岡市西区）
・ちどり（古賀市）
・はまゆう（宗像市）
・ちくし（春日市）
・ちくぜん（筑前町）
・ぽるて（久留米市）
・デュナミス（八女市）
・ほっとかん（大牟田市）
・ＢＡＳＡＲＡ（飯塚市）
・福岡県央（直方市）
・じゃんぷ（田川市）
・北九州（北九州市戸畑区）
・エール（行橋市）

☎092-885-9987
☎092-940-1212
☎0940-34-8200
☎092-592-7789
☎0946-42-6801
☎0942-65-8367
☎0943-58-0113
☎0944-57-7161
☎0948-23-5560
☎0949-22-3645
☎0947-23-1150
☎093-871-0030
☎0930-25-7511
（平成27年2月現在）

・福　岡 ☎092-584-3931
月～金：9時～17時、日：9時～16時
・飯　塚 ☎0948-21-0390
月～金：9時～17時
・久留米 ☎0942-32-1140
月～金：9時～17時、17時～20時（要予約）
第1・3土、第2日：9時～17時

高齢者の就業・社会参加を支援
月～金：9時30分～18時
・福　岡 ☎092-432-2577
・北九州 ☎093-513-8188
 出張相談  要予約（福岡まで）
（筑後）水・木・金：10時～17時
（筑豊）火：10時～15時

ひとり親家庭等就業・自立支援センター

70歳現役応援センター 
［おおむね65歳以上］

若者しごとサポートセンター［～29歳］
・福　岡 ☎092-720-8830
月～金：10時～19時、土日祝：10時～17時
・北九州 ☎093-531-4510
月～土：10時～18時
・筑　後 ☎0942-33-4435
月～金：10時～19時、土：10時～17時
・筑　豊 ☎0948-23-1143
月・火・木～土：10時～18時

月～金：8時30分～17時15分
・福　岡 ☎092-725-4034
・北九州 ☎093-571-6440
・筑　後 ☎0942-38-7579
・筑　豊 ☎0948-22-1681
（各地区労働者支援事務所内に設置）

☎092-720-8831
月～金：10時～19時、土日祝：10時～17時

☎092-292-9250
月～金：9時30分～18時
子育て女性就職支援センター

30代チャレンジ応援センター
［30～39歳］

中高年就職支援センター ［40～64歳］

 県行政・県民生活の意見・相談など

消費生活相談（消費者トラブルの
解決、多重債務相談など）

住宅相談（公的住宅情報や
公的制度、マンション管理など） 

ＮＰＯ・ボランティア活動などの相談

暮らし

在住外国人の生活などの相談

犯罪被害者等相談（犯罪被害者の
心のケア、支援機関への紹介など）

女性が抱える悩み（家庭、
パートナーからの暴力などの相談）

障害者１１０番（保健、医療、
法律問題などの心配や悩み）

福祉サービスに関する苦情解決相談

小児救急医療（夜間の急な病気や
けがへの対処方法など）

子ども・教育

ひきこもり相談

心の健康相談・自殺予防相談
 （さまざまな悩みや不安に関する相談）

※「年中無休」の記載がないものは、年末年始や祝日は
　休みの場合があります。各窓口にご確認ください。
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