
◆市町村子育て世代包括支援センター

市町村名 施設名 所在地 電話番号

北九州市

①子育て世代包括支援センター（門司区）
②子育て世代包括支援センター（小倉北区）
③子育て世代包括支援センター（小倉南区）
④子育て世代包括支援センター（若松区）
⑤子育て世代包括支援センター（八幡東区）
⑥子育て世代包括支援センター（八幡西区）
⑦子育て世代包括支援センター（戸畑区）

①北九州市門司区清滝一丁目1番1号
②北九州市小倉北区大手町1番1号
③北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
④北九州市若松区浜町一丁目1番1号
⑤北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
⑥北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
⑦北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

健康相談コーナー/子ども・家庭相談コーナー
①093-331-1888/093-332-0115
②093-582-3440/093-563-0115
③093-951-4125/093-951-0115
④093-761-5327/093-771-0115
⑤093-671-6881/093-661-0115
⑥093-642-1444/093-642-0115
⑦093-871-2331/093-881-0115

福岡市

①子育て世代包括支援センター（東区）
②子育て世代包括支援センター（博多区）
③子育て世代包括支援センター（中央区）
④子育て世代包括支援センター（南区）
⑤子育て世代包括支援センター（城南区）
⑥子育て世代包括支援センター（早良区）
⑦子育て世代包括支援センター（西区）

①福岡市東区箱崎2－54－27
②福岡市博多区博多駅前2-8-１
③福岡市中央区舞鶴2-5-1(あいれふ内)
④福岡市南区塩原3-25-3
⑤福岡市城南区鳥飼5-2-25
⑥福岡市早良区百道1-18-18
⑦福岡市西区内浜1-4-7

①(健康課）092-645-1077（地域保健福祉課）092-645-1088
（子育て支援課）092-645-1082・家庭児童相談室　092-645-1072
②(健康課）092-419-1095（地域保健福祉課）092-419-1100
（子育て支援課）092-419-1086・家庭児童相談室　092-419-1084
③(健康課）092-761-7338（地域保健福祉課）092-718-1111
（子育て支援課）092-718-1106・家庭児童相談室　092-718-1104
④(健康課）092-559-5119（地域保健福祉課）092-559-5133
（子育て支援課）092-559-5195・家庭児童相談室　092-559-5124
⑤(健康課）092-844-1071（地域保健福祉課）092-833-4113
（子育て支援課）092-833-4108・家庭児童相談室　092-833-4104
⑥(健康課）092-851-6622　（地域保健福祉課）092-833-4363
（子育て支援課）092-833-4398・家庭児童相談室　092-833-4357
⑦(健康課）092-895-7055（地域保健福祉課）092-895-7080
（子育て支援課）092-895-7098・家庭児童相談室　092-895-7069

大牟田市
大牟田市子育て世代包括支援センター
はぐはぐOomuta

大牟田市不知火町1-5-1 0944-41-2260

久留米市 こども子育てサポートセンター 久留米市城南町15番地3 0942-30-9302

直方市  直方市殿町７番１号 0949-25-2114

飯塚市
飯塚市子育て世代包括支援センター（こども家
庭センターcocosumo内）

飯塚市新立岩5番5号 0948-43-3305

田川市 田川市子育て世代包括支援センター

①田川市大字伊田2550-1
（田川市母子支援センター／保健センター）
②田川市大字伊田2744-2
（田川市子育て支援センター）

①0947-44-8270
②0947-44-4316

柳川市 柳川市子育てサポートセンター 柳川市本町８７番地１ 0944-77-8170
八女市 子育て世代包括支援センター 八女市稲富４９９ 0943‐24‐8282
筑後市 こども家庭サポートセンター 筑後市大字山ノ井898 0942-48-1968

大川市
大川市子育て世代包括支援センター
モッカランド

大川市大字上巻387番地 0944-32-8584

行橋市 行橋市役所子ども支援課子育て支援係 行橋市中央１丁目１番１号 0930-25-9610

豊前市 豊前市子育て世代包括支援センター
豊前市大字吉木955番地
（豊前市総合福祉センター内）

0979-82-8111（直通）

中間市
中間市子育て世代包括支援センター（me mom
room）

中間市蓮花寺三丁目1番6号  093-246-1611

小郡市
小郡市総合保健福祉センター
あすてらす

小郡市二森１１６７番地１  0942-72-6666

筑紫野市 筑紫野市子育て世代包括支援センター 筑紫野市石崎1丁目1-1 092-923-1113

春日市
春日市子ども子育て相談センター
いきいきプラザ

春日市昇町1丁目120番地 092-584-1015

大野城市 大野城市子育て世代包括支援センター 大野城市曙町二丁目2-1 092-580-1978
宗像市 宗像市子ども家庭課子ども保健係 宗像市東郷1-1-1 0940-36-1365

太宰府市 うめっこテラス 太宰府市五条三丁目7-1
（基本型）092-919-6001
（母子保健型）092-555-6781

古賀市
古賀市子育て世代包括支援センター
KuRuKuRu

古賀市庄205番地 0942-942-1515

福津市 福津市子育て世代包括支援センター 福津市中央１丁目１－１ 0940-34-3352

うきは市
うきは市子育て世代包括支援センター
うきくる

うきは市吉井町新治316番地 0943-75-4960

宮若市 子育て世代支援センター 宮若市宮田２９番地１ 0949-32-1177

嘉麻市
嘉麻市子育て世代包括支援センター
かまsuku

嘉麻市上臼井446-1 0948-62-5715

朝倉市 子育て相談センターあさくらっこ 朝倉市甘木198-1ピーポート甘木 0946-28-7340

みやま市 みやま子育てサポートセンター みやま市瀬高町小川5番地 0944-64-1520

糸島市
糸島市子育て世代包括支援センター
いとハピ

糸島市潤一丁目22番1号
（健康福祉センターあごら2階）

092-324-9994

那珂川市
こども総合相談窓口
（那珂川市役所内）

那珂川市西隈1丁目1番1号 092-408-1036

宇美町 宇美町子育て世代包括支援センター 糟屋郡宇美町貴船２丁目２８番１号 092-933-0777

篠栗町 篠栗町子育て世代包括支援センター
　
糟屋郡篠栗町中央一丁目9番2号

092-947-8888

志免町
志免町子育て世代包括支援センター
「さくらの木」

糟屋郡志免町志免中央一丁目3番1号ふれあいセ
ンター1階

092-935-1473

須恵町 須恵町子育て世代包括支援センター 糟屋郡須恵町大字須恵７７１番地 092-932-1151
新宮町 しんぐう子育てサポートセンター 糟屋郡新宮町新宮東二丁目５番１号 092-963-2995

久山町 久山町ヘルスC&Cセンター 糟屋郡久山町大字久原1822-1 092-976-3377
粕屋町 粕屋町子育て世代包括支援センター 糟屋郡粕屋町駕与丁１－１－１ 092-938-0258

芦屋町 芦屋町　子育て世代包括支援センター 遠賀郡芦屋町幸町2番20号 093-223-3533
水巻町 かんがるーむ 水巻町頃末南３丁目11-1 093-202-3212

岡垣町 岡垣町役場 遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号 093-282-1211

遠賀町 遠賀町役場 遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 093-293-1253

小竹町 小竹町子育て包括支援センター 鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1 0949-62-1864
鞍手町 鞍手町子育て世代包括支援センター 鞍手町新延414-1 0949-42-8812

桂川町 桂川町子育て世代包括支援センター 嘉穂郡桂川町大字土居361番地 0948-65-0001
筑前町 妊娠・出産・子育て相談センター 朝倉郡筑前町篠隈373番地 0946-42-6653

東峰村 母子包括支援センター 朝倉郡東峰村大字小石原941-4 0946-74-2311
大刀洗町 大刀洗町子育て世代包括支援センター 三井郡大刀洗町大字冨多819番地 0942-77-1377

大木町 大木町子育て世代包括支援センター 三潴郡大木町大字八町牟田643-1 0944-32-1022
広川町 広川町子どもサポートセンター 八女郡広川町大字新代1804-1 0943-32-1194

香春町
香春町役場保険健康課健康づくり係
かわら町母子包括支援センター

田川郡香春町大字高野994
0947-32-8401

添田町 親子すこやかセンター 添田町大字添田2146番地1 0947-88-8111
糸田町 糸田町子育て世代包括支援センター 糸田町１９７５番地１ 0947-26-1233

川崎町 川崎町保健センター 田川郡川崎町大字田原804 0947-72-7083
大任町 大任町子育て世代包括支援センター 田川郡大任町大字大行事3067番地 0947-63-3003

赤村 赤村子育て世代包括支援センター 田川郡赤村大字内田1188 0947-62-3000

福智町 妊娠・出産・子育て相談センター 福智町赤池970番地1 0947-28-9500

苅田町 苅田町子育て世代包括支援センター 苅田町幸町６－９１ 093-436-5115
みやこ町 子育て世代サポートステーション 京都郡みやこ町勝山上田960 0930-32-2725
吉富町 吉富あいあいセンター 築上郡吉富町大字広津342番地 0979-23-9900

上毛町 上毛町子育て世代包括支援センター 築上郡上毛町大字垂水1321番地1 0979-72-3127
築上町 築上町子育て世代包括支援センター 築上郡築上町大字椎田891-2（築上町役場内） 0930-56-0300（内線145～149）


