
福岡県の主な相談窓口です。　お気軽にご相談ください。※「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。
　☎電話番号　Ⓕファクス番号ふくおか相談窓口 保存版

・県消費生活センター　
 ☎０９２-６３２-０９９９Ⓕ０９２-６３２-０３２２
 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Ⓕ０９２-４８２-７７７４
 月～土：９時３０分～１８時

・県民相談室 ☎０９２-６４３-３３３３
　　　　　　Ⓕ０９２-６４３-３１０７
・北九州県民情報コーナー 
 ☎/Ⓕ０９３-５８１-４９３４
・県保健福祉（環境）事務所
筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田　川

北筑後

南筑後

京　築

☎０９２-５１３-５６１０
Ⓕ０９２-５１３-５５９８
☎０９２-９３９-１５２９
Ⓕ０９２-９３９-１１８６
☎０９２-３２２-５１８６
Ⓕ０９２-３２２-９２５２
☎０９４０-３６-２０４５
Ⓕ０９４０-３６-２５９２
☎０９４８-２１-４８７６
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４７-４２-９３１３
Ⓕ０９４7-４４-６１１２
☎０９４６-２２-４１8５
Ⓕ０９４６-２４-９２６０
☎０９４４-７２-２１１１
Ⓕ０９４４-７４-３２９５
☎０９３０-２３-２３７９
Ⓕ０９３０-２３-４８８０

・住宅相談コーナー
 （福岡県建築住宅センター内）
 ☎０９２-７２５-０８７６Ⓕ０９２-７１５-５２３０
 月～金：９時～１２時、１３時～１７時

①県行政・県民生活の意見、相談など
月～金：８時３０分～１７時１５分

②消費生活相談
（消費者トラブルの解決、多重債務相談など）

③住宅相談
（公的住宅情報や公的制度、マンション管理など）

⑥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）

・県NPO・ボランティアセンター
 ☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
 月～金：９時～２０時
 日・祝（土曜除く）：９時～１７時

④NPO・ボランティア活動の相談

・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Ⓕ０９２-７２５-９２０６
 毎日：１０時～１９時

⑤在住外国人の生活などの相談

・県交通事故相談所
 ☎０９２-６４３-３１６８、０９２-６２２-０４０３
 ※Ⓕ生活安全課（０９２-６４３-３１６９）
 月～金（祝祭日を除く）：９時～１６時

⑦交通事故相談

・拳銃１１０番 
 ☎０１２０-１０-３７７４　２４時間受付

⑩違法銃器に関する情報提供

・女性の健康支援センター・不妊  
　専門相談センター
 以下の県保健福祉環境事務所内
 月～金：８時３０分～１７時１５分
宗像・遠賀
 
嘉穂・鞍手

北 筑 後

☎０９４０-３７-４０７０
Ⓕ０９４０-３６-６１０１
☎０９４８-２９-０２７７
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４６-２２-４２１１
Ⓕ０９４６-２４-９２６０

⑪暴力団に関する情報や相談

・ＮＰＯ法人はぁとスペース内
 ☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０
 月～金：１０時～１２時、１３時～１６時

・県精神保健福祉センター
 ☎０９２-５８２-７４００
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 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

⑧飲酒運転相談窓口

・にんしんSOSふくおか
 ☎０９２-６４２-０１１０
 メールによる相談
https://www.fukuoka-kango.or.jp
/kenmin/sos/
 毎日９時～１７時３０分（年末年始除く）

  

・児童相談所全国共通３桁ダイヤル
 １８９（いちはやく）
 年中無休・２４時間受付
・県内の児童相談所

・北九州市子ども総合センター
 ☎０９３-８８１-４１５２
 Ⓕ０９３-８８１-８１３０
・福岡市こども総合相談センター
 ☎０９２-８３３-３０００
 Ⓕ０９２-８３２-７８３０

☎０９２-５８６-００２３
Ⓕ０９２-５８６-００４４
☎０９４２-３２-４４５８
Ⓕ０９４２-３２-４４５９
☎０９４７-４２-０４９９
Ⓕ０９４７-４２-０４３９
☎０９４４-５４-２３４４
Ⓕ０９４４-５４-２３７４
☎０９４０-３７-３２５５
Ⓕ０９４０-３７-３２９９
☎０９７９-８４-０４０７
Ⓕ０９７９-８２-７５６０

福　岡

久留米

田　川

大牟田

宗　像

京　築

㉓妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

・警察安全相談コーナー
 ☎０９２-６４１-９１１０
 プッシュ回線＃９１１０　２４時間受付
 メールによる相談

⑨警察に対する相談・意見・要望

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

⑮認知症に関する医療相談
（専門的な診断など）

⑯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） ㉔児童相談

（虐待や養育、障害に関する相談など）

  

・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Ⓕ０９４２-３１-７７１６
 月～金：９時～１６時３０分
 牧病院（筑紫野市）　
 ☎０９２-９２２-２８５７Ⓕ０９２-９２２-５３１３
 月～土：９時～１６時
 ※電話相談は２４時間受付
 宗像病院（宗像市）　
 ☎０９４０-３６-２７７５Ⓕ０９４０-３６-３９３９
 月～金：９時～１７時、土：９時～１２  
　時３０分
 見立病院（田川市）　
 ☎０９４７-４６-２１６４Ⓕ０９４７-４６-２１６６
 月～金：８時３０分～１７時３０分
 ※電話相談は24時間受付
 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Ⓕ０９２-９３５-００４０
 月～金：９時～１７時、土：９時～１２時
 飯塚記念病院（飯塚市）
 ☎０９４８-２２-２５６５Ⓕ０９４８-２８-８１０９
 月～金：９時３０分～１７時
 直方中村病院（直方市）
 ☎０９４９-２６-１０１６Ⓕ０９４９-２６-１１６６
 月～金：９時～１７時、土：9時～12時
 朝倉記念病院（筑前町）
 ☎０９４６-２２-１０１４Ⓕ０９４６-２４-６４４６
 月～金：９時～１７時
 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Ⓕ０９３０-２６-０５０６
 月～金：８時４５分～１７時３０分

子ども・教育

㉑福祉サービスに関する苦情等

㉒小児救急医療電話相談

㉘３０代チャレンジ応援センター（３０～３９歳）

㉙中高年就職支援センター（４０～６４歳）

・福　岡

・北九州

・筑　後

・筑　豊

月～金：８時３０分～１７時15分

☎０９２-７２５-４０３４
Ⓕ０９２-７１２-０４９７
☎０９３-５７１-６４４０
Ⓕ０９３-５９２-８５０５
☎０９４２-３８-７５７９
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１６８１
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

32子育て女性就職支援センター

・春日（福岡）

・飯塚

・久留米

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３ 
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１ 
Ⓕ０９４２-３２-１１４０

㉛ひとり親家庭等就業・自立支援センター

・各労働者支援事務所
 福　岡

 北九州

 筑　後

 筑　豊

月～金：８時３０分～１７時１５分
夜間電話相談：毎週水曜日１７時１５分～２０時

☎０９２-７３５-６１４９
Ⓕ092-７１２-０４９７
☎０９３-５９２-３５１６
Ⓕ０９３-５９２-８５０５
☎０９４２-３０-１０３４
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１１４９
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

34労働相談（ブラックバイトの相談など）

・福　岡

・北九州

・久留米

・飯　塚

月～金：９時３０分～１８時（飯塚の 　
み９時３０分～１２時、１３時～１８時） 

☎０９２-４３２-２５７７ 
Ⓕ０９２-４３２-２５１３ 
☎０９３-５１３-８１８８
Ⓕ０９３-５１３-８１９０
☎０９４２-３６-８３５５
Ⓕ０９４２-３６-８３５６
☎０９４８-２１-６０３２
Ⓕ０９４８-２１-６０３３

㉚県７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

・福　岡

・北九州

・筑　後
・筑　豊
 　　　　　 Ⓕ０９４８-２６-６７１２
 月～金：１０時～１７時

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１

☎０９２-７３９-３４０５
Ⓕ０９２-７３９-３４０８
☎０９３-５１２-１８７１
Ⓕ０９３-５１２-１８７２

㉗若者サポートステーション
（１５～３９歳・ニート等の自立支援）

・野の花（福岡市）　
 ☎０９２-８８５-９９８７Ⓕ０９２-８８５-９９８８
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ちどり（古賀市）　
 ☎０９２-９４０-１２１２Ⓕ０９２-９４４-４４３２
 平日：８時４０分～１７時３０分
・はまゆう(宗像市)　
 ☎０９４０-３４-８２００Ⓕ０９４０-３４-８３００
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ちくし(春日市)　
 ☎０９２-５９２-７７８９Ⓕ０９２-５８６-６６８９
 平日・祝日：９時～１８時
・ちくぜん（筑前町）　
 ☎０９４６-４２-６８０１Ⓕ０９４６-４２-６８０２
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ぽるて(久留米市)　
 ☎０９４２-６５-８３６７Ⓕ０９４２-６５-８３７８
　平日：９時～１７時１５分
・デュナミス(八女市)
 ☎０９４３-５８-０１１３Ⓕ０９４３-５８-０１７３
 平日・祝日：９時～１７時、土曜日：９時～１２時３０分
・ほっとかん(大牟田市)　
 ☎０９４４-５７-７１６１Ⓕ０９４４-５７-７１６３
 平日：９時～１７時３０分
・BASARA(飯塚市)　
 ☎０９４８-２３-５５６０Ⓕ０９４８-２３-５７００
 平日：９時～１７時
・じゃんぷ(田川市)　
 ☎０９４７-２３-１１５０Ⓕ０９４７-４６-９５０６
 月～土：９時～１７時
・福岡県央(直方市)　
 ☎０９４９-２２-３６４５Ⓕ０９４９-２９-１２３９
 平日：９時～１８時
・北九州(北九州市戸畑区)
 ☎０９３-８７１-００３０Ⓕ０９３-８７１-００８３
 平日：８時３０分～１８時３０分
・エール(行橋市)　
 ☎０９３０-２５-７５１１Ⓕ０９３０-２５-７５１２
 平日：８時３０分～１７時３０分

33障害者就業・生活支援センター

⑫女性の健康、不妊などに関する相談

・各地域在宅医療支援センター 
 ☎県保健福祉（環境）事務所の  
　相談窓口から転送（①参照）   

⑭在宅医療に関する相談
・県摂食障害治療支援センター
 ☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９
 月、水、金（祝日を除く）：９時～１６時

⑱摂食障害に関する相談

⑳障害者虐待に関する相談

・県ひきこもり地域支援センター
 ☎０９２-５８２-７５３０
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１７時１５分

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

・福　岡　☎０９２-７２０-８８３０
　　　　 Ⓕ０９２-７２５-１７７６
 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、土日祝：１０時～１７時
・筑　豊　☎０９４８-２３-１１４３
　月・火・木～土：１０時～１８時

就職相談窓口
㉖若者しごとサポートセンター（～２９歳）

暮らし

  

・県あすばる女性相談ホットライン
 ☎０９２-５８４-１２６６
 ９時～１７時、金曜日のみ１８時～ 
　２０時３０分も対応
・県配偶者からの暴力相談電話
 ☎０９２-６６３-８７２４
　月～金：１７時～２４時、土日祝：９時～２４時
 ※Ⓕ男女共同参画推進課
 （０９２-６４３-３３９２）

⑬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）

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

⑲障害者１１０番
（福祉、保健、法律問題などの心配や悩み）

・県障害者権利擁護センター
 ☎０９２-６４３-３３１２
 月～金：８時３０分～１７時１５分
 ☎０８０-８５７４-７２３４
 月～金：１７時１５分～２１時
 Ⓕ０９２-６４３-３３０４

・県運営適正化委員会
 ☎０９２-９１５-３５１1
 Ⓕ０９２-５８４-３７９０
 月～金：９時～１７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
 月～金：１９時～翌朝７時
 土：１２時～翌朝７時
 日・祝：７時～翌朝７時

㉕学校生活に関する相談など

・子どもホットライン２４
各教育事務所
 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
 ※Ⓕ義務教育課（０９２-６４３-３９１２）

・匿名通報ダイヤル ☎０１２０-９２４-８３９
 月～金：９時３０分～１８時１５分
 [ウェブ匿名通報]
 https://www.tokumei24.jp
・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Ⓕ０９２-６５１-８９８８
 月～金：９時３０分～１６時３０分

https://www.police.pref.fukuo
ka.jp/mailform/soudan.html

（平成２８年２月現在）

☎０９２-７２０-８８３１
Ⓕ０９２-２９２-１７７６
月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時

☎０９２-２９２-９２５０
Ⓕ０９２-２９２-９２４７
月～金：９時３０分～１８時

☎/
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