令和４年度 自立相談支援機関 相談窓口一覧
令和4年4月1日時点
自治体名

窓口名

住

所

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

福岡県

福岡県自立相談支援事務所
（糟屋郡）

糟屋郡粕屋町若宮１丁目３－６ 安
092-938-3001
河内ビル１F

092-938-3012

福岡県

福岡県自立相談支援事務所
（遠賀郡・鞍手郡）

遠賀郡水巻町頃末北１丁目１２－１
093-203-1630
２ １F

093-203-1629

福岡県

福岡県自立相談支援事務所
（嘉穂郡・田川郡）

田川市大字伊田３２９４番地１３ 田
0947-44-8631
川保健所別館１Ｆ

0947-44-8632

福岡県

福岡県自立相談支援事務所
久留米市東和町６－９ フジホーム
0942-38ｰ8501
（朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡） 久留米ビル501号

0942-38ｰ8504

福岡県

福岡県自立相談支援事務所
（京都郡・築上郡）

行橋市宮市町２－８ ヘブンリービ
ル１F

0930-26-7706

北九州市

門司区役所保健福祉課いのちを
つなぐネットワークコーナー

北九州市門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1887

北九州市

小倉北区役所保健福祉課いのち
をつなぐネットワークコーナー

北九州市小倉北区大手町1番1号

北九州市

小倉南区役所保健福祉課いのち
をつなぐネットワークコーナー

北九州市小倉南区若園五丁目1番2
093-951-1025
号

北九州市

若松区役所保健福祉課いのちを
つなぐネットワークコーナー

北九州市若松区浜町一丁目1番1号 093-761-3078

北九州市

八幡東区役所保健福祉課いのち
をつなぐネットワークコーナー

北九州市八幡東区中央一丁目1番1
093-671-3022
号

北九州市

八幡西区役所保健福祉課いのち
をつなぐネットワークコーナー

北九州市八幡西区黒崎三丁目15番
093-642-1334
3号

北九州市

戸畑区役所保健福祉課いのちを
つなぐネットワークコーナー

北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 093-871-0855

福岡市

福岡市生活自立支援センター

福岡市中央区天神１丁目４－２エル 0120-17-3456
ガーラオフィス棟７階
092-732-1188

092-732-1190

https://jiritsu-support.fukuoka.jp/

福岡市

福岡市生活自立支援センター分室

福岡市中央区天神1丁目２－１２メッ 0120-20-0607
トライフ天神ビル８階
092-401-1886

092-401-1887

https://jiritsu-support.fukuoka.jp/

久留米市

久留米市生活自立支援センター
（西部）

久留米市城南町１５－３（久留米市
0942-30-9185
役所東側310会議室）

0942-30-9186

kurucjiritsu@greencoop-fukuoka.or.jp

久留米市

久留米市生活自立支援センター
（東部）

久留米市城南町１５－３（久留米市
0942-30-9113
役所東側310会議室）

0942-30-9327

9113@elite-staff.com

久留米市

生活支援第1・2課 住居確保給付
久留米市城南町１５－３
金受付窓口

大牟田市

0930-26-7705

093-582-3478

0942-30-9023

0942-30-9710

生活支援相談室

大牟田市瓦町９番地３ 総合福祉セ
0944-32-8851
ンター２F

0944-85-8382

soudan@omshakyo.or.jp

直方市

保護・援護課援護係

直方市殿町７番１号

0949-25-2134

0949-25-2135

n-hogoengo@city.nogata.fukuoka.jp

飯塚市

飯塚市生活自立支援相談室

飯塚市新立岩5番5号

0948-30-2610

0948-30-2611

iizukaseikatu@fsc-go.co.jp

田川市

市民ふれあい支援センター

田川市中央町１番１号

0947-85-7128

柳川市

柳川市生活困窮者自立相談支援
柳川市本町８７番地１
窓口

0944-77-8177

0944-73-9211

40207fukushi-hogo@city.yanagawa.lg.jp

八女市

福祉課福祉総務係

八女市本町６４７番地

0943-24-8030

0943-22-7099

fukushi@city.yame.lg.jp

筑後市

筑後市自立相談支援窓口

筑後市大字山ノ井898

0942-65-7019

0942-53-1589

fukusi@city.chikugo.lg.jp

大川市

大川市生活困窮者自立相談支援
大川市大字酒見256番地1
窓口

0944-85-5507

0944-86-8483

okwhogo_k@city.okawa.jg.jp

行橋市

ゆくはし生活相談センター

0930-55-6665

qqvm2ae9k@poppy.ocn.ne.jp

行橋市大字中津熊501番地（ウィズ
0930－55－6665
ゆくはし1F）

豊前市

豊前市生活困窮者自立相談支援
豊前市大字吉木９５５番地
センター

0979-82-3391

0979-84-0245

中間市

市民生活相談センター

中間市中間２－１０－１

093-246-1030

093-246-5540

小郡市

小郡市生活自立相談支援窓口
「生活相談支援ステップアップ」

小郡市二森１１６７－１

0942-73-1120

0942-72-5694

筑紫野市

筑紫野市暮らしの困りごと相談

筑紫野市石崎一丁目1番1号 2F

092-923-1111
（内445）

092-923-1734

hogo@city.chikushino.fukuoka.jp

春日市

春日市生活困窮者自立相談支援
春日市昇町３丁目１０１番地（春日
窓口
市社会福祉センター 1階）
くらしサポート「よりそい」

092-515-2098

092-581-7258

yorisoi@kasuga-shakyou.or.jp

大野城市

福祉サービス課 福祉政策担当

大野城市曙町２丁目２番１号

092-580-1961

092-573-8083

fukusi@city.onojo.fukuoka.jp

宗像市

生活支援課自立生活支援係

宗像市東郷1丁目1番1号

0940-36-9570

0940-36-5856

seikatusien@city.munakata.lg.jp

太宰府市

生活支援課生活支援係

太宰府市観世音寺一丁目1番1号

092-921-2121

092-925-0294

l-support@city.dazaifu.lg.jp

古賀市

福祉課福祉相談係（生活再生支援
古賀市庄205番地 サンコスモ古賀 092-942-1156
担当）

092-942-1154

saisei@city.koga.fukuoka.jp

福津市

福祉課生活相談係

福津市中央１丁目１番地１号

0940-43-8188

0940-34-3881

fukushi@city.fukutsu.lg.jp

うきは市

社会福祉法人 うきは市社会福祉
協議会

うきは市吉井町３４７番地１

0943-76-3977

0943-76-4329

うきは市

福祉事務所 保護係

うきは市吉井町新治３１６（西別館） 0943-75-4962

宮若市

宮若市自立相談支援室（困りごと
宮若市宮田２９番地１
相談室）

0949-32-3477

0949-32-9379

嘉麻市

かま自立相談支援センター

嘉麻市上山田502番地6

0948-43-4751

0948-43-4761

kurashi@kama.syakyo.com

朝倉市

福祉事務所保護係

朝倉市菩提寺412-2

0946-28-7552

0946-22-5199

fukushi-hogo@city.asakura.lg.jp

みやま市

みやま市自立相談支援事務所

みやま市山川町立山1234-1 げん
0944-67-0010
きかん内

0944-67-0010

糸島市

地域福祉課地域福祉推進係

糸島市前原西一丁目１番１号

092-332-2109
070-1319-9952

092-321-1139

那珂川市

那珂川市困りごと相談室

那珂川市西隈1丁目1-1

092-408-8789

092-953-2312

sw-buzen@coral.ocn.ne.jp

fukushi-soudan@city.itoshima.lg.jp

