30.外国人相談窓口
（一般的な相談窓口）
窓口の名称

ＴＥＬ

対応言語

受付時間

住所

相談形態

備考

（公財）福岡県国際交流センター

092-725-9207
福岡県外国人相談センター
0120-279-906

こくさいひろば

092-725-9200

日、英、中、韓、ベトナム、ネ
パール、インドネシア、タガロ
グ、タイ、マレー、スペイン、フ
毎日（年末年始を除く）
ランス、ドイツ、イタリア、ロシ
10:00～19:00
ア、ポルトガル、ミャンマー、ク
メール、モンゴル、シンハラ、ヒ
ンディー

面談、電話、メール
福岡市中央区天神1-1-1アク
Email
ロス福岡3階
国際交流センターこくさいひろ fukuokaば入口
maic@kokusaihiroba.
or.jp

毎日（年末年始を除く）
10:00～19:00

面談、電話、メール
福岡市中央区天神1-1-1アク
ロス福岡3階
Email
国際交流センターこくさいひろ
info@kokusaihiroba.o
ば
r.jp

日、英、中、韓

（公財）北九州国際交流協会

北九州市多文化共生ワンストップインフォメー
ションセンター
（黒崎）

日、英、中、韓、ベトナム、タガ
ログ、ネパール、タイ、インドネ
シア、マレー、モンゴル、クメー 平日（祝日・年末年始を除く）
080-6445-2606 ル、ミャンマー、ヒンディー、シ 9:30～16:00
ンハラ、ロシア、ポルトガル、ス
ペイン、フランス、イタリア、ドイ
ツ

北九州市多文化共生ワンストップインフォメー
ションセンター
（小倉）

日、英、中、韓、ベトナム、タガ
ログ、ネパール、タイ、インドネ
シア、マレー、モンゴル、クメー 平日（祝日・年末年始を除く）
080-5278-8404 ル、ミャンマー、ヒンディー、シ 9:30～12:00、13:00～16:00
ンハラ、ロシア、ポルトガル、ス
ペイン、フランス、イタリア、ドイ
ツ

（公財）福岡よかトピア国際交流財団
福岡市外国人総合相談支援センター

092-262-1799

英、中、韓、タイ、ベトナム、イ
ンドネシア、ポルトガル、スペイ
ン、フランス、ドイツ、イタリア、 平日（祝日・年末年始を除く）
ロシア、ネパール、タガログ、 8:45～18:00
マレー、ミャンマー、クメール、
モンゴル、シンハラ、ヒンディー

久留米市外国人相談窓口
（協働推進部 広聴・相談課）

0942-30-9096

日、英、他

月～金
８:30～17:15

面談、電話、メール、
電話通訳、タブレット
通訳

北九州市八幡西区黒崎3-153 コムシティ3階
Email:
helpdesk@kitaqkoryu.jp

面談、電話、メール、
電話通訳、タブレット
通訳

北九州市小倉北区大手町1-1
小倉北区役所2階
Email:
helpdesk@kitaqkoryu.jp

福岡市博多区店屋町4-1
福岡市国際会館1階

面談、電話、電話通
訳、タブレット通訳、
メール

〒830-0031
久留米市城南町15番地3
久留米市役所6Ｆ

面談、電話
Email
sodan@city.kurume.f
ukuoka.jp

メールは日、英、中、
韓、ベトナムのみ

メールは日、英、中、
韓、ベトナムのみ

【電話・メール・対面】
日、英、ベトナム
飯塚市外国人相談窓口

須恵町外国人相談窓口ワンストップセンター

苅田町外国人ワンストップ相談窓口

（専門分野に関する相談窓口）
分野
窓口の名称

在留資格全般 福岡出入国在留管理局

外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター（福岡）
在留手続き等

0948-22-5521

【多言語通訳タブレット】
平日
英、中、韓、ベトナム、タイ、ロ （祝日・年末年始を除く）
シア、ポルトガル、スペイン、フ 8:30～17:15
ランス、タガログ、インドネシ
ア、ネパール、ヒンディー、ク
メール、ミャンマー

日、ベトナム、英
070-4066-5327 その他言語は翻訳ソフトで対
応

093-588-1037

日、英
その他言語は通訳機で対応

ＴＥＬ
092-717-7596
（就労・永住審
査部門）
092-717-5422
（留学・研修審
査部門）

-

0570-013904
外国人在留総合インフォメーショ （電話、国内）
03-5796-7112
ンセンター（全国共通）
（IP、PHS、海
外）

平日
（祝日・年末年始を除く）
9:00～17:00
毎月第三土曜
（祝日を除く）
10:00～12：00

平日（祝日・年末年始を除く）
9:00～11：30/13：00～16：30

対応言語

受付時間

〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所本庁6階
国際政策課

電話、メール、対面
Email
kokusai@city.iizuka.lg
.jp

〒811-2113
糟屋郡須恵町大字須恵804番 面談、電話
地１

〒800-0392
京都郡苅田町富久町一丁目
19番地1

面談、電話

住所

相談形態

通訳を要する場合は要事前相 平日
談
9:00-17:45

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴35-25

面談、電話

英、韓、中

平日
9:00-16:00

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴35-25

面談

英、韓、中、スペイン等

平日
8:30-17:15

－133－

-

電話

備考

分野

窓口の名称

ＴＥＬ

対応言語

受付時間

住所

相談形態

備考

【対面】
第１月曜日：日
第４土曜日：日、英、中
(公財)福岡県国際交流センター
（福岡県行政書士会）

092-725-9200

【電話】
英、中、韓、ベトナム、ネパー
ル、インドネシア、タガログ、タ
イ、マレー、スペイン、フラン
ス、ドイツ、イタリア、ロシア、
ポルトガル、ミャンマー、クメー
ル、モンゴル、シンハラ、ヒン
ディー

第１月曜
16:30-18:30
（受付18:00まで）
第4土曜
13:00- 16:00
（受付15:30まで）

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁
面談、電話
目1番1号
アクロス福岡3階国際ひろば

(公財)北九州国際交流協会
外国人インフォメーションセンター 093-643-5931
（福岡県行政書士会）

通訳要する場合は事前に連絡 第2土曜
を
13:00-16:00

〒806-0021
北九州市八幡西区黒崎3-15- 面談
3 コムシティ3F

(公財)福岡よかトピア国際交流財
団
福岡市外国人総合相談支援セン 092-262-1799
ター （福岡県行政書士会）

英､中通訳は予約不要、
第2日曜
その他言語については要事前 13:00-16:00
相談
（受付15:30まで）

〒812-0025
福岡市博多区店屋町4-1 福
岡市国際会館４階

久留米市役所 広聴・相談課
（福岡県行政書士会）

0942-30-9096

英
第3土曜
その他言語については要事前
13:00-16:00
相談

〒830-0031
久留米市六ツ門町3-11くるめ 面談
りあ六ツ門6Ｆ

飯塚市役所経済部国際政策課
（福岡県行政書士会）

0948-22-5521

通訳要する場合は事前に連絡 第3火曜
を
13:00-16:00

〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所3階北会議室

無料相談会

住民登録、転
入、転出手続
き、年金等

面談

面談

市町村担当課

ふくおか国際医療サポートセンター

月～金
9:00-18:00

-

ボランティア通訳者の
派遣 ※3営業日前ま
での予約が必要

《全19言語》
英、中、韓、タイ、ベトナム、イ
《外国語対応
ンドネシア、タガログ、ネパー
電話通訳、医療機関案
365日
コールセンター》 ル、マレー、スペイン、ポルトガ
内
24時間体制
092-286-9595 ル、ドイツ、フランス、イタリア、
ロシア、クメール、ミャンマー、
シンハラ､モンゴル

-

電話

-

電話

医療通訳ボランティア
派遣

医療に関する言
語サポート

《事務局》
092-734-3035

英､中､韓、タイ、ベトナム

＜平日9：00～
17：00＞
0570-000-630
医療機関向け相談窓口

平日9：00～17：00
日

＜上記時間外
＞
03-6371-0057

（公財）
北九州
医療通訳派遣
国際交
流協会

福岡県弁護士会

093－643-5931

092-737-7555

日、英、中、韓

0570-078374

病院からの依頼による派遣

日、中、韓

※予約専用
第2金曜
10:00-13:00
（祝日を除く）

日、英、中

※予約専用
第4金曜
10:00-13:00
（祝日を除く）

日

※予約専用
その他の月～金曜
10:00-16:00
（祝日を除く）

法律相談

法テラス（日本司法支援セン
ター）
多言語情報提供サービス

（上記時間外は国の「夜間・休日
ワンストップ窓口」で対応）

【電話】
平日
日、英、中、韓、スペイン、ポル
9:00-21:00
トガル、ベトナム、タガログ、ネ
土曜
パール、タイ、インドネシア
9：00-17：00
（3者通話による通訳）
【メール（Webフォーム）】
24時間

－134－

-

天神弁護士センター
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通5-14-12
南天神ビル２階

-

面談 ※要予約
第2･4金曜
13:00-16:00
（祝日を除く）
上記以外の平日は予
約のみ日本語で対応

電話、メール（We
フォーム）

15言語に対応した多言
語通訳タブレットあり

分野

窓口の名称
（公財）北九州国際交流協会
多文化共生ワンストップインフォ
メーションセンター

ＴＥＬ

対応言語

受付時間

住所

相談形態

通訳要する場合は事前に連絡 第4土曜
を
13:30-16:30

〒806-0021
面談(要予約、先着3
北九州市八幡西区黒崎3-15名まで)
3 コムシティ3F

(公財)福岡よかトピア国際交流財
団
福岡市外国人総合相談支援セン 092-262-1799
ター（福岡県弁護士会）

第1土曜
必要に応じ通訳手配 予約時 10：30-13：30
に依頼を
第3水曜
13:00-16:00

〒812-0025 福岡市博多区店 面談(要予約、4名ま
屋町4-1 福岡市国際会館1階 で)

外国人のための人権相談
（法務省）

0570-090911

【福岡法務局】
英、中、韓、フィリピン、ポルト
ガル、ベトナム、ネパール、ス
ペイン、インドネシア、タイ
【アクロス福岡】
英

【福岡法務局】
平日（年末年始除く）
9:00-17:00
【アクロス福岡】
第2土曜日13：00-16：00

【福岡法務局】
福岡市中央区舞鶴3-5-25
【アクロス福岡】
〒810-0001
面談、電話
福岡県福岡市中央区天神1丁
目1番1号
アクロス福岡3階国際ひろば

外国人のための人権相談会

092-739-4151

日本語、英語

毎月第２土曜日

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁 面談
目1番1号アクロス福岡

福岡労働局
外国人労働者相談コーナー

092-411-4862

日、英

毎週火曜、第２・第４木曜
9:00-16:00

福岡市博多区博多駅東2-111 福岡合同庁舎新館4階 福
面談､電話
岡労働局 労働基準部 監督
課

福岡中央労働基準監督署
外国人労働者相談コーナー

092-761-5607

日、中

毎週月曜、木曜
9：00-16：00

福岡市中央区長浜2-1-1
面談､電話
福岡中央労働基準監督署４階

北九州西労働基準監督署
外国人労働者相談コーナー

093-622-6550

日、ベトナム

毎週火曜、木曜
9:00-16:00

北九州市八幡西区岸の浦1面談､電話
5-10 八幡労働総合庁舎３階

0570-001701

英

0570-001702

中

093-643-5931

無料相談会

人権相談

-

電話

-

電話

月～金
10：00～15：00
0570-001703

ポルトガル

-

電話

0570-001704

スペイン

-

電話

0570-001705

タガログ

火、水、木、金
10：00～15：00

-

電話

0570-001706

ベトナム

月～金
10：00～15：00

-

電話

0570-001707

ミャンマー

月、水
10：00～15：00

-

電話

0570-001708

ネパール

火、木
10：00～15：00

-

電話

0120-811-610

日

月-金17：00-22：00
土日祝9：00-21：00

-

電話

0120-004-008

英

月-金17：00-22：00
土日祝9：00-21：00

-

電話

0120-150-520

中

月-金17：00-22：00
土日祝9：00-21：00

-

電話

0120-290-922

ポルトガル

月-金17：00-22：00
土日祝9：00-21：00

-

電話

0120-336-230

スペイン

火-金17：00-22：00
土
9：00-21：00

-

電話

0120-400-166

タガログ

火、水17：00-22：00
土
9：00-21：00

-

電話

0120-558-815

ベトナム

水、金17：00-22：00
土
9：00-21：00

-

電話

外国人労働者向け相談ダイヤル

労働条件

労働条件相談ほっとライン

－135－

備考

分野

窓口の名称

ＴＥＬ
0120-662-700

労働条件

対応言語

受付時間

ミャンマー

0120-750-880

※福岡中央公共職業安定所（ハ
ローワーク福岡中央）付属機関

相談形態

-

電話

-

電話

ネパール

英（通訳）月・水・金10:00～
092-716-8608 15:30
中（通訳）月・木10:00～16:30

平日（土日祝、年末年始除く）
10:00-18:00

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目4-2
エルガーラオフィスビル12階

面談

福岡中央公共職業安定所
（ハローワーク福岡中央）

092-712-8609

〒810－8609
福岡市中央区赤坂1-6-19

面談

飯塚公共職業安定所
（ハローワーク飯塚）

0948-24-8609

〒820-8540
飯塚市芳雄町12-1

面談

八幡公共職業安定所
黒崎駅前庁舎
（ハローワーク八幡）

久留米公共職業安定所
（ハローワーク久留米）

0944-53-1551

〒836-0047
大牟田市大正町6-2-3

093-622-5566

〒806-0021
北九州市八幡西区黒崎3-15- 面談
3コムシティ6階

0942-35-8609

仕事探し

日。ほか13か国語対応。英、
中、韓、スペイン、ポルトガル、
ベトナム、タガログ、ネパー
ル、インドネシア、タイ、カンボ
ジア、ミャンマー、モンゴル（3
者通話：求職者・職員・コール
センター配置の通訳による対
応。コールセンター対応可能
時間：平日8:30～17:15。土日
祝、年末年始及び平日の
12:00～13:00の間を除く）

面談

面談

平日（年末年始除く）
8:30-17:15。
土曜（第2・4のみ）
10:00～17:00
※当面の間、第2土曜は閉庁

〒802-8507
北九州市小倉北区萩崎町111

面談

〒822-0002
直方市大字頓野3334-5

面談

小倉公共職業安定所
（ハローワーク小倉）

093-941-8609

直方公共職業安定所
（ハローワーク直方）

0949-22-8609

田川公共職業安定所
（ハローワーク田川）

0947-44-8609

〒826-8609
田川市弓削田184-1

面談

行橋公共職業安定所
（ハローワーク行橋）

0930-25-8609

〒824-0031
行橋市西宮市5-2-47

面談

福岡東公共職業安定所
（ハローワーク福岡東）

092-672-8609

〒813-8609
福岡市東区千早6-1-1

面談

八女公共職業安定所
（ハローワーク八女）

0943-23-6188

〒834-0023
八女市馬場514-3

面談

朝倉公共職業安定所
（ハローワーク朝倉）

0946-22-8609

〒838-0061
朝倉市菩提寺480-3

面談

福岡南公共職業安定所
（ハローワーク福岡南）

092-513-8609

〒816-8577
春日市春日公園3-2

面談

福岡西公共職業安定所
（ハローワーク福岡西）

092-881-8609

〒819-8552
福岡市西区姪浜駅南3-8-10

面談

解雇・賃金未 福岡労働者支援事務所
払・ハラスメント
など労働問題全
般
(職業紹介を除
北九州労働者支援事務所
く)

092-735-6149

093-967-3945

月～金
日
8:30-17:15
通訳要する場合は事前に連絡 水 (祝日の場合は翌日)
を
17:15-20:00
(夜間電話相談）

－136－

〒810-0042
福岡市中央区赤坂1-8-8 福
岡西総合庁舎5階
面談､電話
〒802-0001
北九州市小倉北区浅野3丁目
8番1号ＡＩＭビル４階

①仕事探しの場合は、
どのハローワークでも
利用可（どのハロー
ワークでも全国共通の
求人情報）。
②仕事探しの求人検索
のみの利用は、求職申
込なしで可能。

平日（年末年始除く）
8:30～17:15。
水・金曜17:15～18:00、
〒830-8505
土曜（第2・4のみ）10:00～17:00
久留米市諏訪野町2401
※当面の間、第2土曜日は閉
庁。金曜日の17：15～18：00は閉
庁。

平日（年末年始除く）
8:30～17:15

・外国人雇用管理アド
バイザー（在留資格変
更等の相談：行政書士
に委嘱。無料。火13：00
～17：00、木10：00～
17：00）への相談は予約
制。電話にて予約可。
・留学生向けセミナー、
インターンシップ（夏期
のみ）等も開催。詳細は
電話で問い合わせるこ
と。
・通訳のほか、他のハ
ローワークと同様の多
言語対応（3者通話も可
能）

【ハローワーク利用上の
注意点】

平日（年末年始除く）8:30～17:15
大牟田公共職業安定所
（ハローワーク大牟田）

備考

水17：00-22：00
日9：00-21：00

労働条件相談ほっとライン

福岡外国人雇用サービスセン
ター

住所

③職業相談・職業紹介
を希望する場合には、
求職申込が必要。求職
申込は申込書への記入
や希望の仕事の確認等
のため、概ねひとり30分
～40分程度かかりま
す。
④求職申込時には、在
留カードの提示が必要
です。在留資格や在留
期限について疑義があ
る場合には、窓口から
個別に出入国在留管理
局に求職申込や職業紹
介の可否について照会
する場合があります。
⑤職業紹介は、希望の
事業所との連絡がつき
にくい時間帯（早朝8:30
～9:00、昼休み12:00～
13:00、夕方17時過ぎな
ど）があります。可能で
あればそれ以外の時間
帯の利用をお勧めして
います。
⑥雇用保険の受給につ
いては、住所を管轄す
るハローワークでの手
続となるため、詳細は
事前に電話等で最寄り
のハローワーク等へ問
い合わせをされて来所
をお願いします。

分野

窓口の名称

解雇・賃金未 筑後労働者支援事務所
払・ハラスメント
など労働問題全
般
(職業紹介を除
筑豊労働者支援事務所
く)

ＴＥＬ
0942-30-1034

対応言語

受付時間

住所

相談形態

備考

〒839-0861
久留米市合川町1642番地の1
久留米総合庁舎１階

0948-22-1149

月～金
日
8:30-17:15
通訳要する場合は事前に連絡 水 (祝日の場合は翌日)
を
17:15-20:00
(夜間電話相談）

労働問題全般
(労災保険、雇用
保険、健康保 福岡県社会保険労務士会
険、厚生年金を 総合労働相談室
含む）※職業紹
介を除く

092-414-4864

日

毎週火・木曜日 12：00～18：00 〒812-0013
毎月第1土曜日 10：00～16：00 福岡市博多区博多駅東2-5毎月第3日曜日 10：00～16：00 28 博多偕成ビル6階

電話、面談
※対面面談は予約
制。ご予約受付時間 1人30分程度
は平日（月～金曜日）
9時～16時。

年金問題全般
（脱退一時金、
福岡県社会保険労務士会
年金の請求につ
年金相談センター
いての相談を含
む）

092-414-4864

日

毎週火・木曜日 12：00～18：00 〒812-0013
毎月第1土曜日 10：00～16：00 福岡市博多区博多駅東2-5毎月第3日曜日 10：00～16：00 28 博多偕成ビル6階

電話、面談
※対面面談は予約
制。ご予約受付時間 1人30分程度
は平日（月～金曜日）
9時～16時。

0120-250-147

英

火、土
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-169

中

月、水、金
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-168

ベトナム語

月～金
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-192

インドネシア語

火、木
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-197

タガログ語

火、土
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-198

タイ語

木、土
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-366

カンボジア語

木
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

0120-250-302

ミャンマー語

金
11:00～19:00
メールは24H

-

電話、メール

電話

技能実習

技能実習

外国人技能実習機構本部
技能実習部援助課

外国人技能実習機構本部
技能実習部援助課

面談､電話
〒820-0004
飯塚市新立岩8番1号 飯塚総
合庁舎別館2階

外国人従業員向け製造業特定技
能外国人相談窓口 多言語コー 03-6743-2787
ルセンター

日、英、中、ベトナム語、インド 年中無休
ネシア語、タイ語
9:30～17:30

-

外国人従業員向け製造業特定技
能外国人相談窓口 福岡空港グ ローバルカウンター

日、英、中、ベトナム語、インド 年中無休
ネシア語、タイ語
9:30～17:30

福岡市博多区大字青木739番
面談
地福岡空港国際ターミナル1Ｆ

（時間外）
留守番電話で受付
（メール）
https://www.otit.go.jp/

（時間外）
留守番電話で受付
（メール）
https://www.otit.go.jp/

素形材産業、産業機械
製造業、電気・電子情
報関連産業において特
定技能１号の在留資格
を有するまたは資格取
得を希望する外国人従
業員が対象

特定技能

国税

素形材産業、産業機械
製造業、電気・電子情
報関連産業において「１
号特定技能外国人」の
受入れを検討している
中小企業
メール：seizougaikokujin@jtb.com

中小企業向け製造業特定技能外 03-5909-8762、
日
国人相談窓口（一次受付）
03-5909-8746

平日（年末年始除く）
9:30～17:30

-

電話、メール

中小企業向け製造業特定技能外
国人相談窓口（対面式）※事前 03-5909-8762、 日
03-5909-8746
予約制

平日（年末年始除く）
9:30～17:30

福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル2階

面談

東京国税局電話相談センター

03-3821-9070

英語

平日（年末年始除く）
9:00～17:00

-

博多県税事務所

092-260-6001

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒812-8542
福岡市博多区千代1丁目20番
31号
電話、面談
（福岡県千代合同庁舎2・3・4
階）

管轄区域：福岡市博多
区・南区

東福岡県税事務所

092-641-0201

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒812-8543
福岡市東区箱崎1-18-1
（福岡県粕屋総合庁舎2階）

電話、面談

管轄区域：福岡市東
区、宗像市、古賀市、福
津市、糟屋郡

宗像地区県税相談窓口

0940-36-2107

日

月～金 10:00～16:00
（祝日、年末年始除く）

〒811-3431
宗像市田熊1-3-8
（ＪＡむなかた東郷支所2階）

電話、面談

※相談時間注意
管轄区域設定なし
※R4年3月末に移転予
定

西福岡県税事務所

092-735-6141

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒810-8515
福岡市中央区赤坂1-8-8
（福岡県福岡西総合庁舎3、4
階）

電話、面談

管轄区域：福岡市中央
区・城南区・早良区・西
区、糸島市

筑紫県税事務所

092-513-5573

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒816-8558
大野城市白木原3-5-25

電話、面談

管轄区域：筑紫野市、
春日市、大野城市、太
宰府市、那珂川市

県税

－137－

電話

税理士法に抵触しない
よう、相談者本人から問
い合わせていただくよ
う、相談員から窓口を案
内する。

分野

窓口の名称

ＴＥＬ

対応言語

受付時間

住所

相談形態

備考

北九州東県税事務所

093-592-3511

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒803-8512
北九州市小倉北区城内7-8
電話、面談
（福岡県小倉総合庁舎1、2階）

管轄区域：北九州市小
倉北区・小倉南区・門司
区

北九州西県税事務所

093-662-9310

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒805-0062
北九州市八幡東区平野2-13- 電話、面談
2

管轄区域：北九州市戸
畑区・八幡東区・八幡西
区・若松区、中間市、遠
賀郡

遠賀地区県税相談窓口

093-601-2888

日

月～金 10:00～16:00
（祝日、年末年始除く）

〒807-0831
北九州市八幡西区則松3-7-1 電話、面談
（福岡県八幡総合庁舎1階）

※相談時間注意
管轄区域設定なし

田川県税事務所

0947-42-9302

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒825-0002
田川市大字伊田3292-2
（福岡県田川総合庁舎2階）

電話、面談

管轄区域：田川市、田
川郡（ただし、課税につ
いては飯塚・直方県税
事務所が所管）

飯塚・直方県税事務所

0948-21-4902

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒820-0004
飯塚市新立岩8-1
（福岡県飯塚総合庁舎1階）

電話、面談

管轄区域：直方市、飯
塚市、宮若市、嘉麻市、
鞍手郡、嘉穂郡

久留米県税事務所

0942-30-1012

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒839-0861
久留米市合川町1642-1
電話、面談
（福岡県久留米総合庁舎4階）

管轄区域：久留米市、
小郡市、うきは市、朝倉
市、朝倉郡、三井郡

朝倉地区県税相談窓口

0946-22-2037

日

月～金 10:00～16:00
（祝日、年末年始除く）

〒838-0068
朝倉市甘木2014-1
（福岡県朝倉総合庁舎1階）

※相談時間注意
管轄区域設定なし

大牟田県税事務所

0944-41-5122

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒836-0034
大牟田市小浜町24-1
電話、面談
（福岡県大牟田総合庁舎1階）

管轄区域：大牟田市、
柳川市、みやま市（ただ
し課税については久留
米県税事務所が所管）

山門地区県税相談窓口

0944-72-7101

日

月～金 10:00～16:00
（祝日、年末年始除く）

〒832-0823
柳川市三橋町今古賀8-1
（福岡県柳川総合庁舎1階）

電話、面談

※相談時間注意
管轄区域設定なし

筑後県税事務所

0942-52-5131

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒833-0041
筑後市大字和泉423

電話、面談

管轄区域：八女市、筑
後市、大川市、八女郡、
三潴郡（ただし、課税に
ついては久留米県税事
務所が所管）

行橋県税事務所

0930-23-2216

日

月～金 8:30～17:15
（祝日、年末年始除く）

〒824-0005
行橋市中央1-2-1
（福岡県行橋総合庁舎1階）

電話、面談

管轄区域：行橋市、豊
前市、京都郡、築上郡
（ただし、課税について
は北九州東県税事務所
が所管）

総務省行政相談センター

-

英語

-

-

メール

kikumimi.japan@soumu.
go.jp
添付ファイル禁止、本
文中にURL記載禁止

(公財)福岡よかトピア国際交流財
団
福岡市外国人総合相談支援セン 092-262-1799
ター

日､英

月曜
8:45～17:45
火曜
8:45～11:45
木曜
8:45～12:45

〒812-0025
福岡市博多区店屋町4-1
福岡市国際会館1階

面談（要予約）

(公財)北九州国際交流協会
多文化共生ワンストップインフォ
メーションセンター

080-6445-2606

通訳要する場合は事前に連絡
※日時は応相談
を

福岡県留学生サポートセンター

092-725-9201

日、英、中、韓

毎日（年末年始を除く）
10:00-19:00

日本語

平日
10：00～13：00、
14：00～18：00

英語・中国語

水、木
10：00～13：00、
14：00～18：00

ベトナム語

金
10：00～13：00、
14：00～18：00

県税

行政相談

心理カウンセリ
ング

留学生支援
介護福祉士を目指す留学生のた
0120-07-8505
めの相談窓口

電話、面談

〒806-0021
面談(要予約、先着3
北九州市八幡西区黒崎3-15名）
3 コムシティ3F
〒810-0001
面談、電話、電子メー
福岡県福岡市中央区天神1丁
ル
目1番1号アクロス福岡

メール：kaigo-ryugaku電話、メール、LINE、 support@kaiyokyo.net
Facebook
URL: www.kaigoryugaku-support.net/

0120-86-2905

日

月～金（祝日・年末年始を除く）
10:00～1７:00

ファックス：092-6310580
メール：
〒812-0045
電話、ファックス、メー soudan01@gyosei福岡市博多区東公園2番31号 ル、面談
fukuoka.or.jp
福岡県行政書士会館内
※メールは随時受付 県HP：
https://www.pref.fuku
oka.lg.jp/contents/gaik
okujin01.html

外国人雇用
（北九州市内中 北九州市中小企業支援センター 093-873-1430
小企業対象）

日

毎月第2・4金曜
13:00～16:00

〒804-0003
北九州市戸畑区中原新町2-1 面談（要予約）
北九州テクノセンタービル1階

外国人雇用

福岡県外国人材受入企業相談
窓口

－138－

月2回の社労士の専門
相談で外国人雇用に関
する相談の対応も行っ
ている（外国人雇用専
門の窓口ではない）

分野

窓口の名称

NPO法人エンパワメント福岡

アジア女性センター

ＴＥＬ

対応言語

受付時間

日、英、中、韓、ベトナム、タ
070-5698-7416 イ、インドネシア、タガログ、ロ 10：00～18：00
シア、スペイン、ポルトガル

092-513-7333

日本語・英語 平日9：00～17：
00
中国語 月火水金 10：00～
17：00
フィリピン語（タガログ語）、タイ
語、韓国語は事前にご相談く
ださい。

住所

相談形態

備考

〒816-0955
大野城市上大利2-15-34

女性と子どものための
シェルターあり
多言語通訳・相談・同 メール：
empower@csf.ne.jp
行サポート
URL: http://empowerf.main.jp

-

相談電話（アジアン・
ウィメンズ・ホットライ
ン）
通訳派遣、翻訳（対
応言語はお問合せく
ださい）（有料）

URL:
https://asianwomensc
enter.jimdofree.com/
多言語でのLINE相談も
実施しています。

福岡県男女共同参画推進セン
ター あすばる
女性相談
総合相談

092-584-1266

日

毎日（8/13～15、年末年始除く）
〒816-0804
9:00～17:00
福岡県春日市原町3丁目1-7
金（祝日除く）は18:00～20:30も
クローバープラザ内
受け付け

電話、面談

女性のための法律相談（弁護
士）
第1・第3水曜 13:00～16:00

専門相談

092-584-1266
（予約）

日

女性のためのこころと生き方相
談
（臨床心理士）
第１・2・3木曜 13:00～16:00
仕事と生き方のステップアップ相
談（キャリアコンサルタント）
第2・第4土曜 13:00～16:00

〒816-0804
福岡県春日市原町3丁目1-7
クローバープラザ内

面談

・事前の予約が必要
・相談の日程は都合に
より変更となることがあ
る

子育て女性就職相談
（就業コーディネーター）
第4水曜 10:00～12:00
福岡県京築児童相談所

0979-84-0407

日

月～金 8:30～17:15
（祝祭日及び年末年始を除く）
電話相談は365日24時間受付

〒828-0021
豊前市大字八屋2007-1
豊前総合庁舎3F

電話、面談
※面談は要予約

管轄：行橋市、豊前市、
京都郡、築上郡

福岡県福岡児童相談所

092-586-0023

日

月～金 8:30～17:15
（祝祭日及び年末年始を除く）
電話相談は365日24時間受付

〒816-0804
春日市原町3丁目1番地7
福岡児童相談所等庁舎3F

電話、面談
※面談は要予約

管轄：筑紫野市、春日
市、大野城市、太宰府
市、糸島市、那珂川市、
糟屋郡（新宮町を除
く。）

福岡県宗像児童相談所

0940-37-3255

日

月～金 8:30～17:15
（祝祭日及び年末年始を除く）
電話相談は365日24時間受付

〒811-3436
宗像市東郷1丁目2番3号

電話、面談
※面談は要予約

管轄：中間市、宗像市、
古賀市、福津市、宮若
市、糟屋郡新宮町、遠
賀郡、鞍手郡鞍手町

〒830-0047
久留米市津福本町281番地

電話、面談
※面談は要予約

管轄：久留米市、朝倉
市、八女市、筑後市、大
川市、小郡市、うきは
市、朝倉郡、三井郡、三
潴郡、八女郡

こども

消費生活

福岡県久留米児童相談所

0942-32-4458

日

月～金 8:30～17:15
（祝祭日及び年末年始を除く）
電話相談は365日24時間受付

福岡県大牟田児童相談所

0944-54-2344

日

月～金 8:30～17:15
（祝祭日及び年末年始を除く）
電話相談は365日24時間受付

〒836-0027
大牟田市西浜田町4-1

電話、面談
※面談は要予約

管轄：大牟田市、柳川
市、みやま市

福岡県田川児童相談所

0947-42-0499

日

月～金 8:30～17:15
（祝祭日及び年末年始を除く）
電話相談は365日24時間受付

〒826-0041
田川市大字弓削田188番地

電話、面談
※面談は要予約

管轄：直方市、飯塚市、
田川市、嘉麻市、小竹
町、嘉穂郡、田川郡

福岡県消費生活センター

092-632-0999

日

月～金 9:00～16:30
（電話、来所）
日 10:00～16:00（電話のみ）
（祝日、年末年始除く）

〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町13番
50号
吉塚合同庁舎１階

－139－

電話、面談

