
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県ひきこもり地域支援センター 

（福岡県精神保健福祉センター内） 



 



は じ め に 

 

内閣府が令和元年度に発表したひきこもりに関する調査結果では、自宅に半年以

上閉じこもっている 15 歳から 64 歳までのひきこもりの状態にある方は、全国で推

定 100 万人以上といわれています。この調査結果から本県におけるひきこもりの状

態にある方を推定すると 4 万人を上回ります。 

このような中、ひきこもり対策については、令和元年度に国が打ち出した就職氷

河期世代の支援策の一環としても、ひきこもりの状態にある方への社会参加に向け

た取り組みの推進が図られ、令和３年度には、孤独・孤立対策の一環として、ひき

こもり支援の更なる充実が求められています。 

福岡県では、平成２２年６月にひきこもり地域支援センターを精神保健福祉セン

ター内に開設し、ひきこもりの状態にあるご本人やご家族等からの相談に対し、関

係機関と連携を図りながら対応してきました。 

令和２年７月には、身近な地域で相談に対応し、市町村への専門的助言や地域の

ネットワーク構築を促進するため、ひきこもり地域支援センターサテライトオフィ

スを筑豊と筑後の２か所に設置し、個々の状況に応じたきめ細かな支援、積極的な

アウトリーチ支援に取り組んでいるところです。 

 また、ひきこもり支援においては、多くの関係機関が連携して取り組むことが重

要であることから、令和２年度からは、保健所圏域毎の９か所で「ひきこもり支援

者等地域ネットワーク会議」を開催し、互いに機関の役割を共有し顔の見える関係

づくりを目指しています。当会議は、就職氷河期世代の支援における「地域のプラ

ットフォーム」としても位置付けており、地域のネットワーク構築の加速化に向け

て取り組んでいます。 

 この社会資源情報は、地域の各関係機関の特性を生かし、円滑な連携のもとで支

援が図られるよう作成しているもので、令和４年２月時点で内容を更新したもので

す。 

 ひきこもりに悩むご本人やそのご家族及び地域の支援者の方々に少しでも多く活

用いただき、ひきこもり支援の一助となれば幸いです。 

最後に、情報提供をいただいた関係機関・団体の皆様方に厚くお礼を申し上げます。 
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                       福岡県精神保健福祉センター 

                           所長  楯林 英晴 
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1 　　北九州市ひきこもり地域支援センター　すてっぷ

住所 〒804-0067　北九州市戸畑区汐井町１－６　ウェルとばた２階
電話番号 ０９３－８７３－３１３０
FAX番号 ０９３－８７３－３１３３

 メールアドレス step@step-kita.com
・電話相談、来所相談、訪問相談（来所相談、訪問相談要予約）
・フリースペース運営
・当事者会、家族会の紹介
・他の関係機関との連携支援

開所日時
月曜～金曜日９：００～１７：００／相談受付１０：００～１６：００
（土、日、祝日、年末年始は休み）

利用料 原則なし
対象者・
対象年齢

おおむね１８歳以上

個別相談 電話　・　来所　・　訪問
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

各種相談は無料。
フリースペース参加費３００円（初回体験無料）

2
       福岡市思春期ひきこもり地域支援センター・ワンド
     （九州産業大学大学院附属臨床心理センター内）

住所
〒813-8503　 福岡市東区松香台2－３－１
　　　　　　　　九州産業大学2号館2階　臨床心理センター

電話番号 ０９２－６７３－５８３０
FAX番号 ０９２－６７３－５８３０

 メールアドレス 2012wand@gmail.com

活動について

家族以外の「人に慣れる」「場所に慣れる」ための居場所の開室や、家族対
象の親の会を行うとともに、必要に応じて個別面接や家庭訪問、関係機関等
への同行支援・連携支援を行う。常勤スタッフ２名（臨床心理士・公認心理
師）とその他数名のサポートスタッフで支援を行っている。

問合せ受付時間：火曜～土曜日  １０：００～１７：００
居場所開室時間：水・金・土曜  １３：００～１６：００
※いずれも祝日および大学の休業期間を除く

利用料 なし
対象者・
対象年齢

原則として、福岡市在住の１５歳（中学卒業後）～２０歳くらいまでのひき
こもり状態かその傾向のある人とそのご家族

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　　・ 　オンライン
就労支援 なし（連携しての支援はあり）
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

その他
居場所や家族会の利用は登録制です。
まず、個別でお話を伺いますので電話かメールでお申し込みください。

活動について

その他

開所日時

ひきこもり地域支援センター
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3      福岡市ひきこもり成年地域支援センター　よかよかルーム

住所 〒810-0073　福岡市中央区舞鶴２－５－1　あいれふ3階
電話番号 ０９２－７１６－３３４４

その他連絡先 ホームページ　http://yokayoka-room.net/

活動について

福岡市における成人期ひきこもり対策機関として、公認心理師や社会福祉士
等の専門職が、ひきこもりに関するご本人やご家族のさまざまな相談に対応
し、支援を行っています。また、他機関との連携・支援の輪を広げ、ひきこ
もり対策に関する情報を広く提供していきます。

開所日時
月曜～金曜日１０：００～１７：００
（土、日、祝日、年末年始は休み）

利用料 なし
対象者・
対象年齢

福岡市内に居住するおおむね２０歳以上のひきこもり本人やその家族など

個別相談 電話　・　来所　・　訪問
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

面接相談：お電話で事前予約をお願いします。
訪問相談：面接相談を受ける中で、必要に応じて訪問支援を行います。
             （本人の了解が必要です。）
居場所・グループ活動：個別面接相談が必要です。

4 福岡県立大学　不登校・ひきこもりサポートセンター

住所 〒825-8585 　田川市伊田4395
電話番号 ０９４７－４２－１３４６　（相談専用）
FAX番号 ０９４７－４２－１３６４

 メールアドレス support@fukuoka-pu.ac.jp
・大学内にフリースクールを開設しております。
・大学生を小・中・高校・適応指導教室等に子ども支援として派遣して
　います。

・個別支援を行っています。
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００　（土、日、祝日は除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

福岡県内の小学生～１９歳以下

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

その他

活動について
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5                  福岡県ひきこもり地域支援センター

住所 〒816-0804　春日市原町３－１－７
電話番号 ０９２－５８２－７５３０
FAX番号 ０９２－５８２－７５０５

その他連絡先
ホームページ：福岡県ひきこもり地域支援センター
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hikikomoricenter30.html

・電話や来所、家庭訪問で相談に応じます。2回目以降の相談の方は、オン
ライン相談も可能です。支援機関に関する情報提供や同行支援も行います。

・ひきこもりの方が安らいで過ごせるフリースペース、家族の交流や学びを
目的とした「家族のつどい」を毎月開催し、ひきこもり本人や家族を支援し
ています。

・支援者研修会、地域ネットワーク会議、サポーター養成研修を実施し、ひ
きこもり支援の充実に取り組んでいます。

開所日時 ９：００～１７：１５　（土日祝日、年末年始除く）
利用料 なし

対象者 福岡県内にお住まいの社会的ひきこもり当事者とその家族

電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談（2回目以降利用可）
※来所相談等は予約制

就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり　（家族のつどい）

その他
令和2年7月に、筑豊サテライトオフィス（田川市）、筑後サテライトオ
フィス（久留米市）を開設しました。
※サテライトについては別途記載にてご確認ください。

①                  筑豊サテライトオフィス

住所 〒826-0045　田川市猪国２５５９　（いいかねPalette）
電話番号 ０９４７－４５－１１５５
FAX ０９４７－４５－２２７７

活動について
・電話や来所、家庭訪問で相談に応じます。2回目以降の相談の方は、
   オンライン相談も可能です。支援機関に関する情報提供や同行支援
   も行います。

開所日時 ９：００～１７：００　（土日祝日、年末年始除く）
利用料 なし

対象者 福岡県内にお住まいの社会的ひきこもり当事者とその家族

電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談（2回目以降利用可）
※来所相談等は予約制

居場所 なし
家族会 なし

②                  筑後サテライトオフィス

住所
〒830-0027　久留米市長門石3丁目10－34
　　　　　　　　ニューグリーンビル1階

電話番号 ０９４２－３７－２２８０
FAX番号 ０９４２－３７－３３０７

活動について
・電話や来所、家庭訪問で相談に応じます。2回目以降の相談の方は、
   オンライン相談も可能です。支援機関に関する情報提供や同行支援
   も行います。

開所日時 ９：００～１７：００　（土日祝日、年末年始除く）
利用料 なし

対象者 福岡県内にお住まいの社会的ひきこもり当事者とその家族

電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談（2回目以降利用可）
※来所相談等は予約制

居場所 なし
家族会 なし

個別相談

個別相談

個別相談

活動について
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1            　　 北九州市立精神保健福祉センター

住所
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1
　　　　　　　 総合保健福祉センター(アシスト21)5階

電話番号 093-522-8729
FAX番号 093-522-8776

ホームページ　北九州市
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/ho-assist-seishin.html

北九州市いのちとこころの情報サイト
http://www.ktq-kokoro.jp/

活動について
ひきこもり家族教室、ひきこもりに関する市民向けの講演会を開催していま
す。その他、支援者向けの研修会を行っています。

開所日時 ８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始は除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

家族教室は、北九州市内にお住いのおおむね18歳以上の社会的ひきこもり
の方のご家族を対象としています。
・「ひきこもり家族教室」：全７回
・市民向け講演会「ひきこもりを考える集い」：年1回
・支援者向け研修会：年3回程度

2      　　　　　福岡市精神保健福祉センター

住所 〒810-0073　福岡市中央区舞鶴２丁目５－１あいれふ3階
電話番号 ０９２－７３７－８８２５
FAX番号 ０９２－７３７－８８２７
メールアドレス seishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

その他連絡先
ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishin
hoken-center/

活動について
専門相談において、ひきこもり当事者及び家族を対象とする相談を行ってい
ます。また、家族教室やひきこもりに関する市民講演会や啓発活動を行って
います。

開所日時 火・木　１０：００～１３：００（専門相談）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

福岡市にお住まいのおおむね20歳以上のひきこもり本人やその家族

個別相談 電話  ・  来所（予約制）
家族教室　全5回（月1回開催）を年2クール開催
前期 5月～9月，後期 11月～3月
各クール開始前に要申込み

3 　　　　　 　福岡県精神保健福祉センター

住所 〒816-0804  春日市原町３－１－７
電話番号 ０９２－５８２－７５００（相談専用）
FAX番号 ０９２－５８２－７５０５

福岡県精神保健福祉センターのホームページがあります。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4404407/

【精神保健福祉相談】
「精神的な病気ではないかと心配している」「こころの病気に関する医療機
関や自助グループを探している」などの相談に応じます。

【専門相談：思春期精神保健相談】
不登校やひきこもり等の思春期のこころの問題で悩んでいるご本人やご家

族の相談に応じます。
〇来所相談（予約制）
　第1、3木曜日　９：００～１２：００

開所日時 ８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始を除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

福岡市、北九州市を除く福岡県域にお住まいの方

個別相談 電話　・　来所

その他連絡先

その他

その他

その他連絡先

活動について

精神保健福祉センター
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活動について
　ひきこもりを含めた、心の健康に関する相談をお受けしています。
　保健師による電話相談及び面接相談、専門医による面接相談（要予
約）、訪問支援などを行っています。

開所時間 ８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始除く）

利用手続き 電話相談の上、来所予約

利用料 無料

1 　　　筑紫保健福祉環境事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒816-0943  大野城市白木原3丁目5番25号（筑紫総合庁舎内）
電話番号 092-513-5585
FAX番号 092-513-5598
メールアドレス chikushi-hhe@pref.fukuoka.lg.jp

活動について
精神保健に関する相談や訪問指導等
関係機関等に対して普及啓発等

対象者・
対象年齢

制限なし
※内容によっては、管内在住の方（筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府
市、那珂川市）に限る場合もあります。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり

2 　　　　 粕屋保健福祉事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒811-2318  糟屋郡粕屋町戸原東1－7－26
電話番号 ０９２－９３９－１１８５
FAX番号 ０９０－９３９－１１８６
メールアドレス kasuya-hh@pref.fukuoka.lg.jp

その他連絡先
ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4403208/

個別相談 電話　・　来所　・　訪問

3             糸島保健福祉事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒819-1112  糸島市浦志2丁目３－１
電話番号 ０９２－３２２－３３２６
FAX番号 ０９２－３２２－９２５２
対象者・
対象年齢

福岡県内にお住まいの方（主に糸島市にお住まいの方）

個別相談 電話　・　来所　・　訪問

※政令指定都市を除く

保健福祉（環境）事務所、保健所
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4 宗像・遠賀保健福祉環境事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒811-3436　宗像市東郷1－2－1
電話番号 ０９４０－３６－２４７３
FAX番号 ０９４０－３６－６１０１
対象者・
対象年齢

宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町にお住まいの方

個別相談 電話　・　来所

5         嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒820-0004　飯塚市新立岩８番1号
電話番号 ０９４８－２１－４８７５
FAX番号 ０９４８－２４－０１８６

その他連絡先
ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4403808/

対象者・
対象年齢

福岡県にお住まいの方（主に飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小
竹町、鞍手町にお住まいの方）

個別相談 電話　・　来所　・　訪問

6 　　  田川保健福祉事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒825-8577  田川市大字伊田3292－2
電話番号 ０９４７－４２－９３０７
FAX番号 ０９４７－４４－６１１２
メールアドレス tagawa-hh@pref.fukuoka.lg.jp

その他連絡先
ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4403905/

対象者・
対象年齢

福岡県内にお住まいの方（主に田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、
大任町、赤村、福智町にお住まいの方）

個別相談 電話　・　来所　・　訪問（必要に応じて訪問します）
【電話相談】8：30～17：15（土日祝日、年末年始除く）
【面接相談】8：30～17：15（土日祝日、年末年始除く）
　　　　　　※原則として要予約

7         北筑後保健福祉環境事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒838-0068  朝倉市甘木２０１４－１　朝倉総合庁舎
電話番号 ０９４６－２２－３９６５
FAX番号 ０９４６－２４－９２６０
対象者・
対象年齢

福岡県内にお住まいの方（主に小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰
村、大刀洗町にお住まいの方）

個別相談 電話　・　来所　・　訪問（必要に応じて）

その他
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8          南筑後保健福祉環境事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒832-0823  柳川市三橋町今古賀8－1
電話番号 ０９４４－７２－２１７６
FAX番号 ０９４４－７２－３２９５
メールアドレス nanchiku-seishin@pref.fukuoka.lg.jp

その他連絡先
ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4404204/

対象者・
対象年齢

福岡県内にお住まいの方（主に大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、みやま市、大木町、広川町）

個別相談 電話　・　来所　・　訪問

9 　　　京築保健福祉環境事務所　健康増進課精神保健係

住所 〒824-0005  行橋市中央１丁目２－１
電話番号 ０９３０－２３－２９６６
FAX番号 ０９３０－２３－４８８０
対象者・
対象年齢

福岡県内にお住まいの方（主に行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富
町、上毛町、築上町にお住まいの方）

個別相談 電話　・　来所　・　訪問

10 　　　久留米市保健所　保健予防課　精神保健チーム

住所 〒830-0022  久留米市城南町１５番地５
電話番号 ０９４２－３０－９７２８
FAX番号 ０９４２－３０－９８３３
メールアドレス ho-yobou@city.kurume.fukuoka.jp
活動について ひきこもりに関する相談支援（電話や訪問等）
開催日時 月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝日は除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

ひきこもりで悩んでいる人、そのご家族など

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
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1 　　　北九州市子ども・若者応援センター　ＹＥＬＬ（エール）

住所 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町１－６　ウェルとばた2階
電話番号 ０９３－８８２－０１８８
FAX番号 ０９３－８８２－０１８９

①マンツーマンによる悩み・不安解消に向けての支援
②各種社会参加、プログラムの紹介
③関係機関との連携による支援
火・水・木・金・土曜日　１０：００～１８：４５
※日曜・月曜・祝日・年末年始は閉所
※月曜が祝日の場合はその翌日も閉所

利用料 なし
対象者・
対象年齢

15～39歳の若者とそのご家族

個別相談 来所

2 　 　　 福岡市こども総合相談センター「えがお館」

住所 〒810-0065　福岡市中央区地行浜2－1－28
電話番号 ０９２－８３２－７１０３
FAX番号 ０９２－８３２－７８３０

 メールアドレス k-sodan.CB@city.fukuoka.lg.jp

その他連絡先
えがお館相談専用電話　092-833-300０（年末年始を除く）
ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/egaokan/

開所日時
【ひきこもりの専門相談】
　平日９：００～１７：００（土日、祝日、年末年始は除く）

利用料 原則無料、ピースフルはイベント時徴収
対象者・
対象年齢

中学卒業後～20歳までの不登校・ひきこもりに悩む子ども、若者とその保
護者

個別相談 電話　・　来所
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

3      　　 福岡県若者自立相談窓口

住所
〒816－0943　大野城市白木原３－５－２５
　　　　　　　　 福岡県筑紫総合庁舎1階

電話番号 ０９２－７１０－０５４４
FAX番号 ０９２－７１０－０５４４

 メールアドレス info@wakamado.net

その他連絡先
ホームページ
https://wakamado.net

活動について

高校中退後に進路が決まっていない方、社会とのつながりが薄れてしまって
いる方など、困りごとを抱えている若者やその保護者からお話をうかがった
うえで、必要な情報を提供したり、適切な支援機関へつないだりする窓口で
す。キャリアコンサルタント、公認心理師、精神保健福祉士、保護司、元教
員などの専門スタッフが、それぞれの悩みに応じてしっかりと対応していき
ます。

月～土曜日　１０：００～１９：００（日祝日、年末年始は休み）
※電話受付は１８時３０分までとなっています。

利用料 なし
対象者・
対象年齢

おおむね中学卒業年齢以上　進路が定まっておらず、支援機関とつながって
いない方（在学中の方も可）

個別相談 電話　・来所　・訪問　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

思春期のひきこもりに悩む子ども・若者たちの将来の社会的自立を目指した
専門的な支援を行います。
電話相談、来所相談（予約）、グループ活動、居場所（ピースフル）保護者
交流会、訪問相談員の派遣等行っています。

開所日時

活動について

開所日時

活動について

若者支援
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1    社会福祉法人　大牟田市社会福祉協議会　生活支援相談室

住所 〒836-0815　大牟田市瓦町9－3（大牟田市総合福祉センター内）
電話番号 直通：０９４４－３２－８８５１
FAX番号 直通：０９４４－８５－８３８２

 メールアドレス soudan@omshakyo.or.jp

活動について
総合相談の初期相談窓口として相談を受け、必要に応じて支援プランの作成
や関係機関への同行、就労準備支援事業として働くまでの準備などのお手伝
いをしています。

開所日時 月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 なし
家族会 なし
その他 令和４年度は、「ひきこもりの人を抱える家族会」を立ち上げる予定です。

2 　　　　社会福祉法人　久留米市社会福祉協議会

住所 〒830-0027　久留米市長門石1丁目１－３４
電話番号 ０９４２－３４－３０３５
FAX番号 ０９４２－３４－３０９０

 メールアドレス heartful@heartful-volunteer.net
・ひきこもりに関する相談及び支援（本人・家族など）
・ひきこもり家族会の支援（団体運営、居場所作り、運営支援など）
・各関係機関等と連携した支援、情報交換など

開所日時 平日　8：３０～17：15

利用料 なし
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 あり

活動について

※令和2年度に生活困窮者自立支援法への対応、またはひきこもり支援を行っている社協の中

で、掲載の許可をいただいた社協について掲載しています。

社会福祉協議会
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3 　　　　社会福祉法人　直方市社会福祉協議会

住所 〒822-0026　直方市津田町7番35号
電話番号 ０９４９－２３－２５５１
FAX番号 ０９４９－２３－２５５２

代表メールアドレス　nogata-shakyo@fuga.ocn.ne.jp
ひきこもり相談用アドレス　scl-wdrawl@nogatashakyo.org

活動について

ひきこもり相談窓口を設置し、職員が相談支援を行っています。月に1回、
市内不登校家族会「学校に行かない子どもを支える会」が家族相談会を本会
ボランティアルームで開催しています。
また、年に1回、学校に行かない子どもを支える会と共催で、不登校・ひき
こもり学習会を行っています。

ひきこもり相談窓口：月曜～金曜日（社協の開館日）8：３0～17：００
家族相談会：基本第2水曜日　10：30～12：００
　　　　　　（時間は変更することがあるので、お問い合わせください。）

利用料 なし
対象者・
対象年齢

制限なし

個別相談 電話　・　来所　　・　メール
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし（予定あり）
家族会 あり

4 　　　　社会福祉法人　八女市社会福祉協議会

住所 〒834-0031　八女市本町５９９

電話番号 ０９４３－２３－０２９４
FAX番号 ０９４３－２３－０２４２

 メールアドレス yamesyakyo@bird.ocn.ne.jp
活動拠点施設
①福祉生活支援室「ほっと館やめ」
　TEL   0943－23—7777　　FAX　0943－22－8311

②福祉生活支援室「ほっと館やめ上陽」
　TEL　0943－24－9820      FAX　0943－54－3847

活動について
ひきこもりなどに対する相談をはじめ、様々な悩みごとに対する相談支援を
行っています。また、自宅から外に出る機会が少ない方や人と会話するきっ
かけが欲しい方などに対して、フリースペースを設けています。

①月曜～金曜及び第2土曜（第2土曜以外の日祝日、年末年始はお休み）
②月曜～金曜（土日祝日、年末年始はお休み）

利用料 なし
対象者・
対象年齢

制限なし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり（外部団体との連携）
その他 精神対話士による無料相談会（毎月第2土曜・第4木曜）

 メールアドレス

開所日時

その他連絡先

開所日時
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5 　　　　社会福祉法人　筑後市社会福祉協議会

住所 〒833-0032  筑後市野町680－1
電話番号 0942-52-3969
FAX番号 0942-53-6677

 メールアドレス info@chikugo-shakyo.or.jp

活動について
①不登校・ひきこもり家族会「サルビアの会」の運営支援
②フリースペース＆内職シェアスペース「ふらっとスペース」の運営
③ひきこもり家族相談会の実施

①原則、毎月第1土曜日の午後
②毎週水・金曜日の１３：３０～１６：００（年末年始、祝祭日除く）
③原則、毎月第３木曜日の１３：００～１６：００　＊要予約

利用料 ①～③いずれもなし
①不登校・ひきこもりの方の家族　対象年齢は特になし
②おおむね10～50歳代の不登校・ひきこもり者
③不登校・ひきこもり者の家族・筑後市在住者のみ

個別相談 来所
就労支援 なし

あり
希望者は高齢者宅の草取りなどの生活支援を有償で行う「もえもんサービ
ス」への参加が可能

居場所 あり
家族会 あり

その他
◎ひきこもり者支援の地域住民向けの啓発活動
◎必要に応じて、同会内の障害相談支援事業へのつなぎも実施

6 　　　　社会福祉法人　豊前市社会福祉協議会

住所 〒828-0051　豊前市大字吉木9５５番地（総合福祉センター内）
電話番号 ０９７９－８２－３３９１
FAX番号 ０９７９－８４－０２４５

 メールアドレス sw-buzen@coral.ocn.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　8：３０～17：００（祝日、12月29日～1月3日を除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

豊前市民

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談

　　　　　社会福祉法人　中間市社会福祉協議会

　　　　障害者地域活動支援センターパルハウスぼちぼち

住所 〒809-0018  中間市通谷１丁目３６番１０号
電話番号 ０９３-２４３-３３８７
FAX番号 ０９３-２４４-１２２０

 メールアドレス n.shakyou-bochibochi@castle.ocn.ne.jp

活動について

　自宅中心の生活を送られている方には、何らかの疾患や障がいがその背景
に起因していることがあります。障がい者支援事業で対応できない方も含
め、訪問や同行等による支援を通じて社会参加へ向けた自立への働きかけを
行っています。

開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００（祝日及び年末年始除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

中間市内にお住まいの方、そのご家族

個別相談 電話　・　来所　・　訪問

対象者・
対象年齢

就労体験

7

開所日時
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8 　　　　社会福祉法人　小郡市社会福祉協議会

住所
〒838-0126　小郡市二森1167－1
 　　　　　　　（小郡市総合保健福祉センターあすてらす内）

電話番号 ０９４２－７３－１１２０
FAX番号 ０９４２－７２－５６９４

 メールアドレス o.shakyo.seikatu@lup.bbiq.jp

活動について 生活困窮者自立相談支援

開所時間 月曜～金曜日　９：００～１７：００（祝祭日は休み）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

9 　　　　社会福祉法人　福津市社会福祉協議会

住所 〒811-3218　福津市手光南2丁目1番1号
電話番号 ０９４０－３４－３３４１
FAX番号 ０９４０－３４－３３４３

 メールアドレス fukushi@fukutsu-shakyo.or.jp

その他連絡先
専門の相談窓口はありませんが、総合相談として対応させていただいていま
す。

開所時間 平日　８：３０～１７：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

対象制限はありません。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし
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10 　　　　社会福祉法人　うきは市社会福祉協議会

住所
〒839-1321　うきは市吉井町３４７－１
                     （うきは市総合福祉センター内）

電話番号 ０９４３－７６－３９９６
FAX番号 ０９４３－７６－４３２９

 メールアドレス ukiha@ukiha-shakyo.or.jp

連絡先に関する
こと

電話番号は不登校・ひきこもり対策専用相談電話になっていますので、お気
軽にご相談ください。

①不登校・ひきこもり対策相談支援事業の実施
・うきは市に在住する方を対象に、訪問・相談・フリースペースの解放・
　各種関係機関との連携等を実施

・本人の主体性をベースに、伴走型の支援を実施しています。
②家族会「みつばちの会」の運営補助
③当事者の会「Switch」の運営補助

開所日時 平日　８：３０～１７：１５
利用料 なし
対象者・
対象年齢

不登校・ひきこもりに関する悩みを持っている当事者及びご家族

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 あり

その他

生活困窮者自立支援事業及び障害者相談支援事業についてもうきは市社会福
祉協議会が受託していることから、一窓口から社協内でも連動して多くの支
援に結び付けることが可能です。専門相談電話を設置していることからも、
匿名での相談でも受付可能となっています。支援困難な市町村からの相談は
受け付けますが、訪問はできません。

11 　　　　社会福祉法人　嘉麻市社会福祉協議会

住所 〒821-0012　嘉麻市上山田502番地６
電話番号 ０９４８－４３－３５１１
FAX番号 ０９４８－４３－３４５０

 メールアドレス tiiki@kama.syakyo.com

その他連絡先 ホームページ：http://kama.syakyo.com/

【目的】
・ひきこもりや不登校など色々な悩みを持った若者やその家族を支援するた
   めに、相談の受付やフリースペース、家族会などを行っています。

【内容】
・毎週木曜日　フリースペースを開催
・月１回　家族会を開催
・支援者やひきこもり体験をした方などをお呼びした勉強会
【場所】寄ってこハウス（嘉麻市漆生878）
【日時】毎週木曜日１３：３０～１５：３０

利用料 なし
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問
就労支援 相談を受け付ける
就労体験 相談を受け付ける
居場所 あり
家族会 あり

活動について

活動について

開所日時
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12 　　　　　社会福祉法人　糸島市社会福祉協議会

住所
〒819-1105　糸島市潤1丁目22番1号
                     （糸島市健康福祉センターあごら内）

電話番号 ０９２－３２４－１６６０
FAX番号 ０９２－３２４－３１６６

 メールアドレス itoshaky@view.ocn.ne.jp

その他連絡先 福祉まるごと相談　csw-soudan@itoshima-shakyo.or.jp

活動について

　糸島市の「福祉の総合相談窓口」と連携し、相談・訪問、市民や家族への
理解啓発講座を開催しています。また、うまく気持ちを話せない、誰にも相
談できずに困っている方のために、メール相談を行っていますのでお気軽に
相談ください。

開所日時 相談日：火曜～日曜日　8：３０～１７：１５
利用料 なし
対象者・
対象年齢

対象者の属性、年齢問いません。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 なし（今後開催予定）

その他
市内のひきこもり支援団体や社会福祉法人施設、子ども未来ネットワーク等
の関係機関と連携協力しながら重層的な支援体制で、支援を行います。

13 　　　　　社会福祉法人　志免町社会福祉協議会

住所
〒811-2202　糟屋郡志免町大字志免４５１－１
　　　　　　　 （総合福祉施設シーメイト内）

電話番号 ０９２－９３７－３０１１
FAX番号 ０９２－９３６－９０６７

 メールアドレス shime@shime-shakyo.or.jp

活動について
不登校・ひきこもり家族交流会
※研修会、個別相談会等を開催する場合もあります。

開所日時 不定期
利用料 なし
対象者・
対象年齢

不登校・ひきこもりの方、そのご家族

個別相談 なし
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし
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14 　　　　　社会福祉法人　新宮町社会福祉協議会

住所 〒811-0119　糟屋郡新宮町緑ヶ浜4－3－1
電話番号 ０９２－９６３－０９２１
FAX番号 ０９２－９６３－０１２７

 メールアドレス shingu@deluxe.ocn.ne.jp

活動について 不登校・ひきこもり「ほっこりおはなし会」の運営支援

開所日時 毎月第3金曜日 13：００～15：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

不登校・ひきこもりに悩む本人や家族、関心のある人

個別相談 なし
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

その他
「ほっこりおはなし会」の詳細については、HPを確認いただくか、お問い合
わせください。

15 　　　　　社会福祉法人　大刀洗町社会福祉協議会

住所 〒830-12０1　三井郡大刀洗町大字冨多819
電話番号 ０９４２－７７－４８７７
FAX番号 ０９４２－７７－６２２０
活動について 相談
開所日時 平日　8：30～17：15
利用料 なし
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

16 　　　　社会福祉法人　みやこ町社会福祉協議会

住所 〒824-0217  京都郡みやこ町犀川古川50番地
電話番号 ０９３０－４２－１０００
FAX番号 ０９３０－４２－１７１９

活動について 対象に捉われない、制度の狭間に対応する相談支援を行っています。

開所日時 平日　8：30～17：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

なし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問
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17 　　　　社会福祉法人　上毛町社会福祉協議会

住所 〒871-0903   築上郡上毛町大字八ツ並143番地１
電話番号 ０９７９－７２－２９００
FAX番号 ０９７９－７２－３９６３

 メールアドレス koge-syakyo@soleil.ocn.ne.jp

その他連絡先 相談専用ダイヤル　０９７９－６４－６１６０

さまざまな体験を通じたコミュニケーションの場
※見学での参加や参加に不安がある場合は、家族等の付き添いも可

【これまでの活動実績】
　陶芸、パン作り、シルクスクリーン、ギター教室、竹かご作り、
　漆茶碗のデザイン、蕎麦打ち、五行歌、切り絵

毎月第3水曜日　9：30～16：００
※12時以降は、フリースペース
※開所日時が変更になる場合もありますので、参加希望の方はお問い合わせ
ください。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし
その他 家族の集いを開催（不定期）

活動について

開所日時
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1              特定非営利活動法人　あじさい園

住所 古賀市内で活動中
電話番号 ０８０－４２７６－８３４９
メールアドレス ajisaien_fukuoka@yahoo.co.jp

その他連絡先
ホームページ　www.npoajisaien.com
メールでの相談は「お問い合わせ」フォームからお願いします。
相談：無料相談会、個別相談
居場所：フリースペース活動、当事者サロン、家族サロン
作業：ポスティング、受託作業
相談：無料相談会（月1回）、個別相談（随時）
居場所：フリースペース（月1回）、サロン（隔月1回）
作業：週2回、他

利用料 あり
対象者・
対象年齢

精神疾患（発達障がい含む）やひきこもりの人及び家族

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 あり
その他 常時活動が可能になるように準備中です。

2 　　　  特定非営利活動法人　くるめ出逢いの会

住所 〒839-0853  久留米市青峰2丁目５－１ 近本アパート202号（2階）

電話番号 ０９４２－２７－６７７８
FAX番号 ０９４２－２７－６７７８
メールアドレス deainokai@yahoo.co.jp

機関紙「RAINBOW MAP」の発行
オープンスペースゆるかの運営（精神的な悩みを抱えている人、独りぼっち
と感じている人、生きづらさを抱えている人に居場所を提供しています。）
※スタッフは精神医療ユーザーです。
講演会・学習会の開催

開所日時
毎週水曜日～土曜日　10：００～15：００
※ただし水曜日のみ10：００～18：００まで開所している。

利用料 なし
対象者・
対象年齢

生きづらさをかかえている人

就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

活動について

開催日時

活動について

ひきこもり支援団体
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3 　　 　　　NPO法人　サークル・オーキッド

住所 糸島市
電話番号 ０９０－５３６５－７０７１
FAX番号 ０９２－３２３－５０１０

 メールアドレス info@ito-orchid.com
電話連絡は、土日祝日を除く、午前9時から午後7時
ホームページ　https://ito-orchid.com/
・居場所「こころほっとサロン」
・訪問支援「メンタルフレンド」
・講演会、勉強会等
「こころほっとサロン」
　時間　１３：００～１６：００
　場所　①毎週火曜：こらぼ糸島　②第２日曜：あごら
　　　　③第３土曜：人権センター

利用料 なし
対象者・
対象年齢

不登校・ひきこもり、発達障がいの当事者、家族、支援者

個別相談 来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

4 　　　  特定非営利活動法人　JACＦA（ジャクファ）

住所 〒812-0053 　福岡市東区箱崎５丁目１１
電話番号 ０９２－６４２－９０１０
メールアドレス info@jacfa.org

その他連絡先
電話は留守録にしていますので、返信します。お電話番号の録音をお願いし
ます。

活動について
福岡若者サポートステーション、筑後若者サポートステーション、福岡市ひ
きこもり成年地域支援センター、福岡県若者自立支援センターを受託事業と
しています。それらの活動にご参加をお待ちしています。

開所日時 月曜日～土曜日（各々のHPでご確認ください。)
利用料 なし
対象者・
対象年齢

ひきこもりの方、無業の方々の支援

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 あり

活動について

開所日時

その他連絡先
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5  　　　　NPO法人　地球家族エコロジー協会

住所 〒816-0962  大野城市つつじヶ丘６－４－２１
電話番号 ０１２０－８７０－９９６

 メールアドレス earth-f.ecol@interbrain.co.jp

その他連絡先
 ※サイトからも問い合わせができます。
　　　https://www.interbrain.co.jp

活動について

不登校、ひきこもり、アディクション（嗜癖）などの家族問題に対する支援
活動を目的としています。アディクション・アプローチ、愛着アプローチに
よる支援法で、人としてより善い生活を送る支援（人生支援）、発見の旅を
支える支援を目指し、希望、社会参加、生きがい、満足または納得できる暮
らしの支援に重点を置いています。トラウマケア、アイデンティティの確立
を重視し、不登校児童から40代まで在籍。

開所時間 月曜～土曜日：9：００～21：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

不登校生、成人ひきこもり者、当事者家族　小学生～4５歳

個別相談 電話　・　来所　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 あり
家族会 あり

その他
毎月1日発行
まぐまぐメールマガジン『ひきこもりは動けないから解決できる』

6    認定特定非営利活動法人 箱崎自由学舎　ＥＳＰＥＲＡＮZＡ

住所 〒812-0053  福岡市東区箱崎３丁目１８－８
電話番号 ０９２－６４３－８６１５
FAX番号 ０９２－６４３－８６２５
メールアドレス info@esperanzahp.jp

その他連絡先 URL   http://www.esperanzahp.jp/

・不登校の児童生徒の居場所、フリースクール
　様々な体験活動を取り入れ、自主性をはぐくむ活動を行う。

・基礎的な学習をマンツーマン・少人数で指導する。
開催日時 月曜～金曜日（平日）１０：００～17：３０ （スタッフは9時から）
利用料 あり
対象者・
対象年齢

小学４年生～20歳前後

個別相談 電話　・　来所　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

その他
　小学生・中学生については在籍校との連携を行い、出席扱いや進路進学に
ついての情報共有を図っている。相談後、希望者に対して5日間程度の無料
体験を行っている。

活動について
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7 　　　　　NPO法人　ハートスタッシオン

住所 〒814-0142  福岡市城南区片江５－１－４５－４０１
電話番号 ０８０－９１０６－５１０６
メールアドレス eki.heartstation@gmail.com

・メンタルヘルスケア
・「悩み相談」カウンセリング
・休耕地活用体験交流会（ブルーベリー農園・ハーブ農園）
・就労支援相談

開所日時 ワークショップ（毎月第3土曜日１３：３０～１５：３０）
利用料 あり

個別相談 電話　・　来所　・ 　訪問
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

8 　　　　一般社団法人　そ－しゃる・おふぃす

住所 〒823-0003　宮若市本城４０５番地
電話番号 ０９４９－２８－８１０２
FAX ０９４９－２８－８１３９
メールアドレス info@fukuokasocialoffice.com

インターネットサイトからもご相談いただけます。
https://www.fukuokasocialoffice.com/
・フリースペースと子どもの学習支援の場として『ふらっとてらす』を運営
　しています。(2021年度直方市にて)
・その他：権利擁護事業、居住支援法人、ケアプランセンター
・ふらっとてらす：火曜日、木曜日　10：００～17：００※次年度変更有
・相談：月曜日～金曜日　９：００～１７：００

利用料 なし
対象者・
対象年齢

なし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

活動について

対象者・
対象年齢

その他連絡先

活動について

開所日時

ひきこもり若年者、無就労若年者、不登校児及び親
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9 一般社団法人　福岡わかもの就労支援プロジェクト　八おき塾

住所 〒812-0007  福岡市博多区東比恵２－７－３３　西原ビル3階
電話番号 ０８０－５４５６－６０６０
メールアドレス tosu_1000000@yahoo.co.jp

ホームページ　http://www.fukuoka-wakamono-pj.org/
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCF24IkCZ23Gwtet4-
um5-Uw
コーチングでひきこもりやニートの社会復帰を支援しています。
自己肯定感・自信の回復、働くための力の向上を目的に、コーチングに加
え、就労訓練等色々な活動を行っています。常にコーチがついていますの
で、ひとりではないという安心感をもらえます。

開所日時 月曜～金曜日　9：００～17：００（祝日、年末年始、お盆等を除く）
利用料 あり
対象者・
対象年齢

ひきこもり・ニート　18歳～39歳

個別相談 来所　・　オンライン相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 あり

その他

グループラインを利用し、ご家族及び受講生と情報共有を行っています。み
んなの笑顔の写真や動画をみんなで楽しんでいます。
また、ご家族と一緒に住んでいたら自立が難しい人や、遠方の方には一人暮
らしの支援も行っています。

10 　　　　カウンセリングスペース　やどりぎ

住所
〒812-0041　福岡市博多区吉塚１丁目３９－１１　1階
　　　　　                   　　 univ.YOSHIZUKA B

電話番号 ０９２－４０９－５１７８
メールアドレス yadorigi@japanmac.or.jp

グループカウンセリングのスケジュールや各種セミナーは弊所ホーム
ページ、twitterにて発信しています。
ホームページ　　https://japanmac.or.jp/yadorigi/
Twitter　@CS_Yadorigi
・福岡市ゲーム障害にも対応するひきこもりサポート事業を受託している
　ため、福岡市内の方の初回相談・当事者向け集団カウンセリングは無料
　です。
・ゲームへの依存やそれに伴う引きこもりに関する相談を受けています。
・個別カウンセリングではゲーム障害や引きこもりに至った背景にある発達
　障害やトラウマのケアをします。
・5つの集団カウンセリングがあり、ゲームとの付き合い方や発達障害の特
　性理解と対処について学びます。
・ご家族向けプログラムも多数ご用意しています。
・年に数回、支援者向けセミナーやご家族向けワークショップを開催してい
　ます。

開催日時 水曜～土曜日　１０：００～１６：００
１部あり
初回相談　福岡市内無料／福岡市外5,000円
２回目以降　5,000円
当事者向け集団カウンセリング　福岡市内無料／福岡市外500円

対象者・
対象年齢

おおむね15歳以上

個別相談 電話　・　来所
就労支援 あり（同法人の就労移行支援事業所と連携によるもの）
就労体験 なし
居場所 あり（集団カウンセリングを居場所として提供）

〇ゲーム障害予防教育プログラム　5週連続・不定期開催
〇家族会　第３週目木曜・土曜　10時～11時
〇クラフト勉強会　第２月曜　18時～20時（場所：ジャパンマック福岡）

その他
同法人のグループホームと連携し、自立にむけて取り組みを行っています。
詳細はお問い合わせください。

活動について

利用料

家族会

その他連絡先

その他連絡先

活動について
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11 カウンセリングルーム・フリースクール サポート校　ソフィア

住所 〒836-0862  大牟田市原山町１－６　3階
電話番号 ０９４４－５２－８８８９
FAX番号 ０９４４－５２－８８９３

 メールアドレス sophiaomuta@yahoo.co.jp

活動について
　不登校やひきこもりなど様々な心の問題に悩む人々をフリースクールやカ
ウンセリング等を通して支援する機関です。通信制高校のサポート校も行っ
ております。

開所日時 月曜～金曜日　　９：００～１７：００
利用料 あり

フリースクール：小、中学生
カウンセリング：全年齢

個別相談 来所　・　訪問（要相談）
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり

12 　　　　　シェローナ（ひきこもり当事者の会）

電話番号 ０９０－９４７１－０４５５
メールアドレス shineidou02@gmail.com

その他連絡先 ブログ：https://blog.goo.ne.jp/chelonaconnect

活動について
福岡市内で月1回集まって話をしています。場所、日程不定期です。ブログ
やメールにて確認してください。

開所日時 不定期　１４：００～１６：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

当事者ならだれでも

個別相談 電話　・　 メール
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

13                スペース虹

住所 〒816-0955　大野城市上大利２丁目１５－３４
電話番号 ０９０－７９２０－７３６５
FAX番号 ０９２－５９５－０８４４
メールアドレス nijisp2020@gmail.com

その他連絡先
連絡先は代表の末竹いの子の携帯と自宅のFAXです。
メールアドレスはスペース虹に置いているパソコンのアドレスです。
お急ぎの時は、末竹の携帯にお願いいたします。
学習や遊び、読書など何もしなくてもOKです。
昼食もご一緒に。
来られる時は事前にご連絡ください。

開催日時 毎週水曜日と日曜日　１０：００～１５：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

小、中学生、高校生、20歳過ぎの方でもOK

個別相談 来所
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

対象者・
対象年齢

活動について
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14 　　　　　　 創造探検塾

住所 〒811-3205 　福津市内殿１４７２
電話番号 ０９０－８３５６－６５３８
FAX番号 ０９４０－４２－８６００

 メールアドレス tk8600@aol.com

その他連絡先 ホームページ　 http://fsk-again.com/

・ひきこもり、発達障害の青少年の就学・就労及び自立支援
・定員を満たしているが、若干の受け入れは可能

開所日時 年中無休にて随時受付
利用料 あり（月額３万円より）
対象者・
対象年齢

年齢・性別問わず。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　インターネットでの相談
就労支援 あり
就労体験 あり

15           　    ちくご地域ユースサポート

住所 〒833-0006　筑後市新溝６１３
電話番号 ０９４２－２７－８４３２　　０９０－４７７６－２２６８
FAX番号 ０９４２－２７－８４３４

その他連絡先 日々の活動状況は、Facebookに載せています。

・8050世代をはじめ、全世代にわたるひきこもり当事者や家族の相談、
　居場所、農作業、内職作業、加工品作り
・就労相談外その他の相談
・不登校生徒の居場所、親の集いの場
・学習会、講演会の開催

開催日時 月、木曜日　１３：３０～１７：００　ほか随時
利用料 なし
対象者・
対象年齢

基本的には年齢制限なし

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 あり
その他 ゆるやかに対人関係を経験する場所です。

16 　　　　　   ちょこれ～と

メールアドレス hotchocolate0222@gmail.com

その他連絡先
メールでの問い合わせが主になります。
ブログ：http://blog.livedoor.jp/hotchocolate0222/
ひきこもり・不登校当事者会　月1回（不定期）　偶数月は女子会
参加費300円
生きづらさを抱えている人、話に来ませんか？

利用料 あり
個別相談 メール相談
その他 オンライン会もやっています。参加等の詳細はブログに掲載しています。

活動について

活動について

活動について
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17         　      虹の会

メールアドレス niji-no-kai0901@outlook.jp
1　定例会開催（月1回）
2　居場所「ここから」開設（週1回程度）
3　研修会及び交流会の開催
4　関係機関等と連携した相談対応

開催日時
居場所「ここから」開設（週1回程度）
※開設日については、お問い合わせください。

利用料 あり
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 電話　・　来所　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 あり

その他

虹の会は、ひきこもりの家族をもつ人たちの集まりです。
月に１回定例会で悩みを吐き出し、お互いに励まし合っています。
ひきこもりの方と社会の架け橋になれるようにとの想いを込めて活動してい
ます。

18           ひきこもりアノニマス（HA）博多グループ

会場の住所
〒812-0017　福岡市博多区美野島2－5－31　美野島司牧センター内
郵送先
〒173-0001　東京都板橋区本町24－1　M-2

電話番号 ０７０－１５９２－６８２２（HAインターグループ）
FAX番号 ０５０－５８９３－１２８３（HAインターグループ）
メールアドレス hikikomorianonymous@gmail.com

その他連絡先

ＨＡ公式ホームページにお問合せ先、各会場案内（場所の地図、日程、
ミーティング内容など）等が掲載されています。
http://hikikomorianonymous.org
（ひきこもりアノニマスで検索するとトップに表示されます。）

活動について

主にひきこもり当事者が集まるミーティングを開催。そこで日々の苦しみや
困りごと、また回復の希望などを分かち合い、心の支えとしている。回復方
法の一つとして、12ステップを提案しており、ミーティングで書籍『ひき
こもりアノニマスの12ステップ』を輪読している。

開催日時 毎月第2水曜日　１４：３０～１６：００
利用料 なし
対象者・
対象年齢

ひきこもり当事者・元当事者、その他どなたでも　対象年齢なし

個別相談
電話　・　Eメール
（ミーティング内容、会場案内等の相談のみ受け付けている。）

就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

その他

ひきこもりアノニマス（ＨＡ）は、ひきこもり当事者・元当事者が立ち上
げ、運営している自助グループ。言いっぱなし、聞きっぱなしのミーティン
グと12ステップの伝達を主な活動内容としている。もともとアルコール依
存症の自助グループ　アルコホーリクス・アノニマス（ＡＡ）のミーティン
グと12ステップのやり方を参考に、ＨＡ独自に翻案し、実践している。

活動について

住所

-24-



19 　　　　　フリースクール風の里

住所 〒824-0001  行橋市行事５丁目８－１０
電話番号 ０９０－９４０９－５６５２
FAX番号 ０９３０－２５－３９４０

その他連絡先
ホームページ
https://www.kazenosato.or.jp/
小中高校生の学習支援
体験活動

開催日時 火曜日・木曜日
利用料 1日９00円
対象者・
対象年齢

小学生～高校3年生

個別相談 来所（要予約）
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 なし

20 　　　　　不登校・ひきこもり支援　いっぽ

住所 〒819-1314  糸島市志摩師吉６００－９
電話番号 ０９０－４７７８－５９１０

その他連絡先 電話のみの対応としています。

活動について 居場所活動をメインに、相談や訪問支援も行っています。

居場所：水・金曜日　１４：００～１９：００
相談・訪問支援は、随時

利用料 あり
対象者・
対象年齢

特になし

個別相談 来所
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし
その他 詳細はホームページにて 　https://ifs-flat.jimdofree.com/

活動について

開所日時
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1                          福岡「楠の会」

住所 〒815-0034　福岡市南区南大橋1丁目17－2　吉村方
電話番号 ０８０－６４７５－３２１６
メールアドレス fukuokakusunokai723kan@gmail.com

その他連絡先 ショートメール可

活動について

　ひきこもり問題を持つ家族会。家族同士として同じ目線で話し、聴き、ひ
きこもる子に一番近い存在として他の機関にはない「思いの共有」をしなが
ら、家族の問題をゆっくり時間をかけて改善していく自助グループ活動で
す。

開所日時

福岡市「あすみん」、福岡東部「コミセン和白」、久留米「えーるピア」、
筑紫野「カミーリヤ」、宗像「メイトム」、みやま大牟田「ひとびとカ
フェ」で開催。
日時はホームページをご参照ください。

利用料 会員（年会費3000円）　会員外（1回300円）　ただし来年度改正予定

対象者・
対象年齢

家族・当事者・支援者関係者・ボランテイア団体

個別相談 電話　・　来所　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 あり

2                 福岡発達障がい者親の会「たけのこ」

その他連絡先
ホームページ上に問合せ窓口あり。
https://www.takenoko-fukuoka.com

活動について
発達障がいのある子どもを持つ親の会員相互の親睦と子どもたちの心身の発
達や社会自立のために活動することを目的とし、会員は、会の運営にあたっ
て積極的に参加する。

開所日時 ホームページで問合せの上
利用料 あり
対象者・
対象年齢

特になし

就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 あり

親の会
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3 大牟田学校に行かない子を持つ親の会「ふきのとう」

電話番号 070-2400－4976
メールアドレス omuta.fukinotou@gmail.com

その他連絡先 Facebookのページあり

活動について
「我が子の不登校」という同じ悩みを持つ者同士が本音で語り合える場を提
供し、親自身が気持ちが楽になり、子どもの可能性を信じて待つことのでき
る、そんな心のゆとりを取り戻せる場でありたいと活動している。
月2回例会　第2土曜日・第4木曜日
いずれも１３：３０～１５：３０

利用料 参加費200円
対象者・
対象年齢

学校に行かない子を持つ親

個別相談 なし
就労支援 なし
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 あり

その他
年1回「進路相談会～全日制じゃない高校ってどんなとこ？～」を開催
※月2回の例会が、家族会と同じと考えています。

4                       子と親・花花の会

住所 〒830-0031　久留米市六ツ門町１９番地６
電話番号 ０９４２－３３－００８６
FAX番号 同上

活動について

無料相談会：子どもの不登校や高校中退を経験し、悩み、行動し、変わっ
て、よりよい接し方ができるようになった親たちの会が、自らの経験を活か
して、同じ悩みを持たれるご家族を支援いたします。長年子どもたちに寄り
添ってきた経験豊かなカウンセラー古賀勝彦氏（NPO青少年教育支援セン
ター理事長、ソロプチミスト日本財団ボランティア賞受賞）と共に知恵のア
ドバイス・具体的な方策を考えます。

久留米支部：第4日曜日　　NPO青少年教育支援センター
大刀洗支部：第2土曜日　　大刀洗社会福祉協議会

利用料 なし
個別相談 来所
就労支援 なし
就労体験 なし

その他
居場所を希望しておられる方には、NPO青少年教育支援センター（相談支
援、学習支援、体験活動）にご紹介いたします。

開所日時

開催日時
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1 　　　NPO法人　発達障がい者就労支援ゆあしっぷ

住所
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前４－３３－１
                       KMビル４階（事務所）

 メールアドレス syuuiku@gmail.com

その他連絡先

事務所不在の場合が多いので、
ホームページ及びメールにてお問い合わせください。
https://www.yourship.jp/

・発達障がい等に対する研修及び塾等
・発達障がい等の啓発セミナー
・発達障がい等に関する相談

開所日時 不定期
利用料 あり
個別相談 来所

その他
個別対応になりますので、事前にHP及びメールアドレスからお問い合わせ
ください。

2 　　　　　　若者ワークプラザ北九州

住所 〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3－8－1　AIMビル2階
電話番号 ０９３－５３１－４５１０
FAX番号 ０９３－５３１－４５３８
メールアドレス workplaza@bz01.plala.or.jp

その他連絡先
ホームページ
https://www.shigotomarugoto.info/wakamono/index.php

活動について
就職関連情報の提供や就業相談、職業能力向上のための講座、希望や適性に
あった職業紹介等を実施し、若年者や就職氷河期世代の就業支援を行う。
月曜日～土曜日／10：00～18：00（※日曜日、祝日、年末年始は休み）
【予約制】
月曜日～土曜日／ 1８：00～1９：00
第1・第3日曜日／11：00～15：00

利用料 なし
対象者・
対象年齢

おおむね40歳までの求職者及び就職氷河期世代

個別相談 来所　・　オンライン相談
就労支援 あり

3 　　　　　　 若者ワークプラザ北九州・黒崎

住所 〒806-0021  北九州市八幡西区黒崎3－15－3　コムシティ2階
電話番号 ０９３－６３１－００２０
FAX番号 ０９３－６３１－００２１
メールアドレス workplaza@bz01.plala.or.jp

ホームページ
https://www.shigotomarugoto.info/wakamono/index.php

活動について
就職関連情報の提供や就業相談、職業能力向上のための講座、希望や適性に
合った職業紹介等を実施し、若年者や就職氷河期世代の就業支援を行う。
月曜日～土曜日／10：00～19：00（※日曜日、祝日、年末年始は休み）
【予約制】
第4日曜日／11：00～15：00

利用料 なし
対象者・
対象年齢

おおむね40歳までの求職者及び就職氷河期世代

個別相談 来所　・　オンライン相談
就労支援 あり

開所日時

活動について

開所日時

その他連絡先

就労支援
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4 　　　　　　福岡県若者就職支援センター

活動について
おおむね３９歳までの若者を対象に、きめ細かな個別就職相談をはじめ、セ
ミナーや会社説明会など多彩なサービスメニューを用意し、将来に向けた進
路選択や、その後の就職活動・職場定着までをしっかりと支援します。

その他連絡先 ホームページ：http://www.ssc-f.net

（県内の方専用ご相談メールアドレス）wakamono@ssc-f.net
（県外の方専用ご相談メールアドレス）uij-fukuoka@ssc-f.net

利用料 なし
対象者・
対象年齢

おおむね３９歳までの若者

個別相談 来所　・　オンライン相談　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

○個別就職相談
　アドバイザーによる求職者の状況に応じた個別就職相談の実施
○就職支援セミナー
　応募書類の書き方・面接対策・OAスキルなどのセミナーを実施

○パソコン・インターネット利用
　センター内のパソコンで応募書類の作成、企業検索、求人検索が可能
○合同会社説明会等の開催
※ひきこもりの方に特化した支援は行っていません。

① 　　　　　　福岡センター

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

電話番号 ０９２－７２０－８８３０
FAX番号 ０９２－７２５－１７８８

月～金曜日／１０：００～１８：００

土・日・祝日／１０：００～１７：００（年末年始休み）

② 　　　　 　 北九州ブランチ

住所
〒802-0001
北九州市小倉北区浅野３－８－１  AIMビル２階　若者ワークプラザ内

電話番号 ０９３－５３１－４５１０
FAX番号 ０９３－５３１－４５３８

開所日時 月曜～土曜日／１０：００～１８：００（日、祝日、年末年始休み）

③ 　　  　　　筑後ブランチ

住所
〒830-8520
久留米市城南町１５－３　久留米市役所２階

電話番号 ０９４２－３３－４４３５
FAX番号 同上

月曜～金曜日／１０：００～１８：００
土曜日／１０：００～１７：００（日、祝日、年末年始休み）

④ 　　　　  　筑豊ブランチ

住所
〒820-0040
飯塚市吉原町６－１　あいタウン２階　市民交流プラザ内

電話番号 ０９４８－２３－１１４３
FAX番号 同上
開所日時 月・火・木～土曜日／１０：００～１８：００（水、日、年末年始休み）

開所日時

メールアドレス

支援内容詳細

開所日時
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5 　　　　　　福岡県若者サポートステーション

活動について
学校卒業後又は離職後、無業状態にある若者に対して、職業的に自立に向け
た取り組みを支援しています。

利用料 なし
対象者・
対象年齢

15歳から49歳までの働くことに踏み出せない若者及び家族

個別相談 来所　・　訪問　・　オンライン相談
就労支援 あり
就労体験 あり
居場所 あり
家族会 あり

○個別相談…キャリアコンサルタント、臨床心理士による個別相談
○サポステ塾…就労に向けた基礎能力習得講座、グループワークを実施
○就労体験…働く自信を付与するため、企業等における就労体験を実施
○ボランティア体験
　企業での就労体験に自信を持てない利用者について、ボランティアへの参
   加を促し、自信を付与
○家族セミナー…若年無業者等の問題で悩みを抱える保護者等に対する支援
○フリースペース…若者の居場所の提供（福岡、北九州サポステの２か所）
〇各サテライトのご案内（各サポステに事前予約）
※ひきこもりの方に特化した支援は行っていません。

① 　　　　　福岡若者サポートステーション

住所
〒810-0001　福岡市中央区天神1－4－2
                       エルガーラオフィス11・12階

電話番号 ０９２－７３９－３４０５
FAX番号 ０９２－７３９－３４０８

【天神オフィス】
　月～土曜日／10：00～17：00（日、祝日、年末年始は休み）

【サテライト福岡　フリースペース】（通称：とろっこ）
　月～金曜日／10：00～17：00（第5金曜・祝日・年末年始は休み）

【サテライト宗像】
　第1・2・3木曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

【サテライト糸島】
　第1・3木曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

② 　　　　　北九州若者サポートステーション

住所 〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3－8－1　AIM2階
電話番号 ０９３－５１２－１８７１
FAX番号 ０９３－５１２－１８７２

【小倉オフィス】
　月～土曜日／10：00～17：00（日、祝日、年末年始は休み）

【豊前サテライト】
　第2・4火曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

【黒崎サテライト】
　第1・3・4火曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

【行橋サテライト】
　第2・3・4金曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

支援内容詳細

その他

その他
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③ 　　　　　筑後若者サポートステーション

住所 〒830-8520　久留米市城南町15－3　久留米市役所2階
電話番号 ０９４２－３０－００８７
FAX番号 同上

【久留米オフィス】
　月～土曜日／10：00～17：00（日、祝日、年末年始は休み）

【サテライト柳川】
　第2・4火曜日／13：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

【八女出張所】
　第2金曜日／13：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

【サテライト大牟田】
　第1・2・3・4土曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

【大川出張所】
　第3火曜日／13：00～16：00（祝日、年末年始は休み）

【朝倉出張所】
　第1金曜日／10：00～17：00（祝日、年末年始は休み）

④ 　　　　　筑豊若者サポートステーション

住所 〒820-0040　飯塚市吉原町6－12　飯塚商工会議所3階-304
電話番号 ０９４８－２６－３０３１
FAX番号 ０９４８－５２－３６２６

【飯塚オフィス】
　月～土曜日／10：00～17：00（日、祝日、年末年始は休み）

【田川サテライト】
　第1・3金曜日／10：00～16：00（祝日、年末年始は休み）

【直方サテライト】
　第2・4木曜日／10：00～16：00（祝日、年末年始は休み）

【飯塚サテライト】
　第1・3木曜日／10：00～16：00（祝日、年末年始は休み）

その他

その他
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6 　　　　　　福岡県中高年就職支援センター

住所
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東１－１－３３　 はかた近代ビル５階

電話番号 ０９２－４３３－９２１１
FAX番号 ０９２－４１４－１１８４

その他連絡先 ホームページ　https://www.tsc-f.net/

活動について

　おおむね４０歳からの中高年求職者の皆さんを対象に、個別就職相談、職
業紹介、専門研修、面接会などをワンストップで実施しています。
　また、就職活動のノウハウを身につけるためのセミナーや就職活動に不安
を抱えている方に対する専門家による「心の健康相談」など、様々な支援メ
ニューを用意し、新しい就職先が見つかるまで、しっかりと支援します。

開所日時 月曜～金曜日　９：３０～１８：００（祝日、年末年始を除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

おおむね４０歳からの中高年

個別相談 来所　・　オンライン相談
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

○個別就職相談
　専門のアドバイザーによる求職者の状況に応じた個別就職相談の実施
○就職支援セミナー
　求人案件の見つけ方、応募書類の書き方、面接のポイント等の就職活動の
  ノウハウの提供
○職種別セミナー
　ビルメンテナンス、販売・接客、警備員
○専門研修…介護職員初任者研修、フォークリフト運転技能講座
○個別企業面接会
○ハローワークと連携したマッチング支援
　求人情報の提供、職業紹介事業等

※ひきこもりの方に特化した支援は行っていません。

7
　　　　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　　　　　　福岡支部　福岡障害者職業センター

住所
〒810-0042
福岡市中央区赤坂１－６－１９　ワークプラザ赤坂５階

電話番号 ０９２－７５２－５８０1

FAX番号 ０９２－７５２－５７５１
メールアドレス fukuoka-ctr@jeed.go.jp

その他連絡先 ホームページ　https://www.jeed.go.jp/

活動について

ハローワークなどの関係機関と連携しながら、障がいのある方や事業主に対
して就職や職場定着にかかる相談・支援を行っています。例えば、就職に向
けた準備を行うための職業準備支援（北九州支所では実施していません。）
や職場定着に向けてジョブコーチ支援などを行っています。

開所日時 ８：４５～１７：００（土日、祝日、年末年始を除く）
利用料 なし
対象者・
対象年齢

就職や職場定着を目指す障がいのある方
（障がい者手帳の有無は問いません。）

個別相談 来所（事前予約のうえで、来所いただいています。）

その他

【北九州支所】
　〒802-0066　北九州市小倉北区萩崎町１－２７
　電話番号：０９３－９４１－８５２１
   FAX番号：０９３－９４１－８５１３
　メールアドレス：kitakyusyu-ctr@jeed.go.jp

支援内容詳細
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   県内１３か所において、障がいのある人の身近な地域で、雇用、保健、福
祉、教育等の関係機関とのネットワークを形成し、就業及びこれに伴う生活
に必要な支援を行っています。

〇就職に向けた準備の支援
〇就職活動の支援（訓練、職場実習あっせん、面接等に向けた助言等）
〇就職後の就業及び就業に伴う生活面の支援（相談対応、職場・家庭訪問に
よる支援）
〇事業主に対する相談、支援
〇就業中の障がいのある方の交流会の開催等

利用料 なし
〇就職を希望する又は在職中の障がいのある人で、原則として以下に該当す
る人
・１５歳以上（在学中の方は卒業年次以降）
・各センターの所管地域内に居住、又は就業されている人

〇障がいのある人を雇用中、又は雇用しようとしている事業主等
※障がい者手帳の有無や種類は問いません。支援対象となるか、まずはご相
　談ください。
電話　・　来所　・　訪問　・　オンライン相談　・　メール相談
※詳細、具体的な相談については、事前にお電話等で御連絡いただいたうえ
　での来所（必要に応じて訪問・オンライン）を推奨しています。

就労支援 あり
就労体験 あり

・具体的な支援・個別相談には、登録が必要です。
・登録前の御相談（登録についての問い合わせ、一般的な質問等）について
　は、御家族、関係者からのお話でも受け付けますが、登録については、御
　本人の意思を確認したうえで行います。

・登録時の面談は、原則として本人との対面で行い、以後、それぞれの必要
　に応じた方法で支援、相談を行います。

・担当が不在の場合もありますので、来所される場合は、事前にお電話等で
　ご連絡ください。

1               障害者就業・生活支援センター　野の花

所管地域 福岡市・糸島市
住所 〒810-0001　福岡市中央区天神２－１３－１７
電話番号 ０９２－７２９－９９８７
FAX番号 ０９２－７２９－９９８８

 メールアドレス pothu.nonohana@globe.ocn.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００　（祝日除く）

2 　　　　　 障害者就業・生活支援センター　ちどり

所管地域 古賀市・糟屋郡
住所 〒811-0119　糟屋郡新宮町緑ケ浜１－６－１
電話番号 ０９２－９６３－５０６２
FAX番号 ０９２－９６３－５０５５

 メールアドレス chidori@fukuoka-colony.net
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００　（祝日、お盆、年末年始除く）

その他
ホームページ
http://fukuoka-colony.net/consultation_chidori

活動について

対象者・
対象年齢

個別相談

利用にあたって

障害者就業・生活支援センター
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3              障害者就業・生活支援センター 　はまゆう

所管地域 宗像市・福津市
住所 〒811-3431　宗像市田熊５－５－２
電話番号 ０９４０－３４－８２００
FAX番号 ０９４０－３４－８３００

 メールアドレス info@hamayuu.jp

開所日時
月曜～金曜日　８：３０～１７：３０（祝日、お盆、年末年始除く）
※土曜日については、要事前相談

4 　　　　　障害者就業・生活支援センター　ちくし

所管地域 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市
住所 〒816-0811　春日市春日公園５丁目１６番 コーポ２２０　 １階
電話番号 ０９２－５９２－７７８９
FAX番号 ０９２－５８６－６６８９

 メールアドレス chikushi@canvas.ocn.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００（祝日、お盆、年末年始除く）

5              障害者就業・生活支援センター　ちくぜん

所管地域 朝倉市・朝倉郡
住所 〒838-0214 　朝倉郡筑前町東小田３５３９－８
電話番号 ０９４６－４２－６８０１
FAX番号 ０９４６－４２－６８０２

 メールアドレス potu.chikuzen@silver.ocn.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００　（祝日、年末年始除く）

6              障害者就業・生活支援センター　ぽるて

所管地域 久留米市・大川市・小郡市・うきは市・三井郡・三瀦郡

住所
〒839-0861　久留米市合川町１４９０－８
　　　　　　　  久留米リサーチセンタービル7階

電話番号 ０９４２－６５－８３６７
FAX番号 ０９４２－６５－８３７８
メールアドレス porte@mx41.tiki.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：１５　（祝日、お盆、年末年始除く）

7              障害者就業・生活支援センター　「デュナミス」

所管地域 八女市・筑後市・八女郡
住所 〒834-0055  八女市鵜池２６９－１　102号
電話番号 ０９４３－５８－０１１３
FAX番号 ０９４３－５８－０１７３

 メールアドレス dynamis@river.ocn.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００

8              障害者就業・生活支援センター　ほっとかん

所管地域 大牟田市・柳川市・みやま市
住所 〒836-0041  大牟田市新栄町１６番地１１－１
電話番号 ０９４４–５７–７１６１
FAX番号 ０９４４–５７–７１６３
メールアドレス center＠hotkan .jp
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：３０　（祝日、年末年始除く）
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9              障害者就業・生活支援センター　ＢＡＳＡＲＡ

所管地域 飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡
住所 〒820-0040  飯塚市吉原町６－１　あいタウン４階
電話番号 ０９４８－２３－５５６０
FAX番号 ０９４８－２３－５７００
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００　（土曜、日曜、祝日は要相談）

その他 ホームページ　http://basara-net.jp/

10 　　　　  福岡県央障害者就業・生活支援センター

所管地域 直方市・宮若市・鞍手郡
住所 〒822-0024　直方市須崎町１６－１９
電話番号 ０９４９－２２－３６４５
FAX番号 ０９４９－２９－１２３９

 メールアドレス f.kenoh@gmail.com
開所日時 月曜～金曜日　９：００～１７：００（土日、祝日等は要事前相談）

11              障害者就業・生活支援センター　じゃんぷ

所管地域 田川市・田川郡
住所 〒825-0004　田川市大字夏吉４２０５－３
電話番号 ０９４７－２３－１１５０
FAX番号 ０９４７－４６－９５０６
メールアドレス jump@houtokukai.com
開所日時 月曜～土曜日　９：００～１８：００　（祝日、お盆、年末年始除く）

12
             北九州障害者しごとサポートセンター
           （北九州障害者就業・生活支援センター）

所管地域 北九州市・中間市・遠賀郡
住所 〒804-0067  北九州市戸畑区汐井町１－６　ウェルとばた２階
電話番号 ０９３－８７１－００３０
FAX番号 ０９３－８７１－００８３
メールアドレス syugyo@kitaiku.com
開所日時 月曜～金曜日　８：３０～１８：３０　（祝日、年末年始除く）

13              障害者就業・生活支援センター　エール

所管地域 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡
住所 〒824-0036　行橋市南泉２丁目５０番１号
電話番号 ０９３０－２５－７５１１
FAX番号 ０９３０－２５－７５１２
メールアドレス yell7511@oregano.ocn.ne.jp
開所日時 月曜～金曜日　８：３０～１７：３０　（祝日、年末年始除く）
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1              九州産業大学臨床心理センター

住所 〒813-8503  福岡市東区松香台2－3－1
電話番号 ０９２－６７３－５８０４
FAX番号 ０９２－６７３－５８０６

ご相談は予約制です。お電話にてご予約ください。
予約受付時間：１０:００～１６：３０（月～土曜日）
※受付時間外のご用件は、留守番電話で承ります。
※年末年始、春季、夏季には、受付を休止することがあります。
・詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。
https://www.kyusan-u.ac.jp/campus/facility/rinsho/

活動について

心のケアを目的とした、様々な機能を持つセンターです。臨床心理士、公認
心理師の資格を持つ教員を中心としたスタッフが運営し、個人カウンセリン
グやワークショップ、セミナーなどを開催しています。なお、当センターは
本学大学院生の研修施設を兼ねています。
月曜～土曜日　１０：００～１８：００
※日曜、祝日、年末年始、夏季休業中を除く。
※カウンセリングの日時は担当相談員とのご相談になります。
初回のカウンセリング　　　（９０分）２０００円
２回目以降のカウンセリング（５０分）２０００円等

※健康保険の適用外となります。
対象者・
対象年齢

特に年齢等についての制限はございません。

個別相談 来所
ひきこもり等に関する支援としましては、当センター内の「ワンド」にて、
専門的な支援を行っております。
(ワンド直通電話番号：０９２－６７３－５８３０）

2 九州大学大学院人間環境学府附属総合臨床心理センター

住所 〒819-0385　福岡市西区元岡７７４番地（イーストゾーン）
電話番号 ０９２－８０２－６４２８

活動について
様々な悩みや困りごとについて、臨床心理学の立場から言葉や遊びを通した
カウンセリングを行い、問題の理解解決のお手伝いをします。

開所日時 月曜～土曜日　１０：００～１７：００
利用料 あり
対象者・
対象年齢

乳幼児から高齢者まで

個別相談 来所

3              福岡大学　臨床心理センター

住所 〒814-0180　福岡市城南区七隈８－１９－１
電話番号 ０９２－８７１－８０５６
FAX番号 ０９２－８６５－６７２４

受付時間：月曜日～金曜日（平日）１０：００～１７：００
　　　　　（Web申込みは、24時間受付：受付処理は翌日業務日）
※受付時間外のご用件は、留守番電話にて承ります。
※春季、夏季、冬季休業期間については、受付業務を休止しています。
https://wwwpsc.hum.fukuoka-u.ac.jp/

活動について 一般の方へのカウンセリング（要予約）

開所日時 月曜日～土曜日　１０：００～１９：００（初回面接は原則平日）
利用料 あり
対象者・
対象年齢

制限なし

個別相談 来所
その他 当センターは、本学大学院生の研修施設を兼ねています。

その他連絡先

その他連絡先

開所日時

利用料

その他

大学臨床心理センター等
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4             久留米大学大学院　心理教育相談センター

住所
〒839-8502  久留米市御井町１６３５
　　 　　　　　久留米大学御井キャンパス1000号館７階
　　　　　　　 久留米大学大学院　心理教育相談センター

電話番号 ０９４２－４３－５１４６

その他連絡先 電話受付時間：月・火・金　１５：００～１８：００

活動について

　子ども・家族のこと、学校のこと、職場のこと、自分について、などのご
相談や、知能テスト・性格テストのご希望も受け付けています。ただし、ご
相談内容や検査の種類によっては、お引き受けできない場合がございますの
で、まずはお電話にてご相談ください。
　また当センターは、大学院の研修機関も兼ねております。相談は、臨床心
理士・公認心理師の有資格者である面接指導員の指導のもと、大学院生・修
了者が担当いたします。

月曜～金曜日　１０：００～１８：００（要予約）
※土曜・日曜・祝日はお休みです。

利用料 あり
対象者・
対象年齢

乳幼児から成人まで、保護者の方の相談もお受けします。

個別相談 来所

その他

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、電話受付時間や開
所日時の変更が生じる場合もございます。
最新の対応時間は、当センターのホームページ
https://www.kurume-u.ac.jp/site/shinri/shinri-soudan-index.html
をご確認ください。

5             福岡県立大学大学院　心理教育相談室

住所 〒825-8585　田川市伊田４３９５
電話番号 ０９４７－４２－１４８８
FAX番号 ０９４７－４２－１５４０

活動について
様々な悩みやお困りのことについて心理学の立場からカウンセリング（お子
様の場合は遊び：プレイセラピー）を通して、問題の背景を理解したり解決
していくためのお手伝いをします。

開所日時 月曜～土曜日　１０：００～１８：００（予約制）
利用料 あり
対象者・
対象年齢

乳幼児から大人まで　年齢は問いません。

個別相談 来所

6              西南学院大学付属臨床心理センター

住所 〒814-8511　福岡市早良区西新６－２－９２
電話番号 ０９２－８２３－３６０７
FAX番号 ０９２－８２３－３６１０

問合せ受付時間
月曜～金曜日　９：３０～１２：００　１２：３０～１５：００
ホームページ
https://www.seinan-gu.ac.jp/clinical_psychology.html

活動について
面接および心理検査
（心理面接は受理面接後、相談員が必要に応じて提案します。）

開所日時 １０：００～１８：００（月・水・木・金）　※要予約
利用料 あり
対象者・
対象年齢

制限なし

個別相談 来所
その他 当日飛び込みのご相談には対応できません。

電話による相談申込み・問合せ受付時間
月曜・木曜・土曜　１０：００～１２：００
ホームページ
https://www.fukuoka-pu.ac.jp/graduateSchool/psychology/

その他連絡先

開所日時

その他連絡先
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7              福岡女学院大学臨床心理センター

住所 〒811-1313　福岡市南区白佐３－４２－１
電話番号 ０９２－５７５－２４９０

その他連絡先
・電話受付時間：平日　１０：００～１２：００
・年末年始、夏季等閉室することがあります。

活動について
様々な悩み・問題について、臨床心理学の立場から回復、解決のための支援
をいたします。

開所日時 月曜～土曜日　１０：００～１８：００　※予約制
利用料 あり
対象者・
対象年齢

子どもから大人まで

個別相談 来所

8 　　　　   筑紫女学園大学臨床心理センター

住所 〒818－0125　太宰府市五条2丁目5番20号
電話番号 ０９２－５５５－４５９４

活動について

　様々な悩みや困りごとを抱え、心理的な支援を必要とする方々に対し、心
理的アセスメント及び心理的な相談・カウンセリングを行うとともに、その
関係者の相談に応じ、助言などの支援を行い、問題の理解・解決していくた
めのお手伝いをします。
月曜～金曜日　１０：００～１８：００　（祝日を除く）
新規受付　月曜～金曜日　１０：００～１２：００（祝日を除く）

利用料 あり
対象者・
対象年齢

幼児から高齢者まで

個別相談 来所

9          NPO法人　九州大学こころとそだちの相談室

住所
〒814-0002　福岡市早良区西新２－１６－２３
　　　　　　　  九州大学西新プラザ内産学交流棟

電話番号 ０９２－８３２－１３４５

その他連絡先
ホームページ
https://www.codachi.org/
・カウンセリングルーム「こだち」
　　臨床心理士がカウンセリングを行います。
・家庭学習支援
　　お子様の家庭での学習を支援するためのスタッフを派遣します。
・フリースペース「ここりーと」
　　自由に過ごせる空間と時間を提供します。
・カウンセリングルーム「こだち」：月曜～土曜日　１０:００～１８：００
・家庭学習支援：原則、月曜～土曜日　１０：００～１８：００
・フリースペース「ここりーと」：金曜日　１３：００～１６：００

利用料 あり
・カウンセリングルーム「こだち」：特になし
・家庭学習支援：原則、小学生～高校生
・フリースペース「ここりーと」：原則、１０～１８歳

個別相談 来所（事前に電話予約）
居場所 あり（ここりーと）
家族会 休止中

対象者・
対象年齢

開所日時

活動について

開催日時
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1 　　　北九州市発達障害者支援センター　つばさ

住所 〒802-0803　北九州市小倉南区春ケ丘１０－２
電話番号 ０９３－９２２－５５２３
FAX番号 ０９３－９２２－５５２３
メールアドレス kitakyu.tsubasa@kitaq-src.jp

その他連絡先 ホームページ  http://www.tsubasa.kitaq-src.jp

活動について 相談支援・発達支援・就労支援・発達障がいに関する研修会や啓発など

開所日時 月曜日～金曜日　　8：30～17：00　（土、日、祝日、年末年始を除く）
利用料 なし

対象者：発達障がいのある方やそのご家族・支援者・関係機関など
　　　　※発達障がいの診断のない方も対象です。
対象年齢：年齢制限はありません。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

2 福岡市発達障がい者支援センター　ゆうゆうセンター

住所 〒810-0065　福岡市中央区地行浜2丁目1番6号
電話番号 ０９２－８４５－００４０
FAX番号 ０９２－８４５－００４５
メールアドレス youyou@fc-jigyoudan.org

その他連絡先
ホームページ
http://www.fc-jigyoudan.org/youyou/
発達障がい児（者）への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。

発達障がいに関する相談、情報提供、研修会などの普及啓発活動を行っていま
す。

月曜日～金曜日　9：00～17：00
土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）は休み

利用料 なし
対象者・
対象年齢

福岡市内在住の発達障がいのある方やそのご家族・支援者・関係機関の方
で、全年齢対象

個別相談 電話　・来所（電話予約制）・訪問（関係機関対象）・メール相談

就労支援 あり

その他
４月２日の世界自閉症啓発デー関連イベント、その他保護者向け、支援者向
け研修会等を通して実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

対象者・
対象年齢

開所日時

活動について

発達障がい者支援センター
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3 　　福岡県発達障がい者支援センター（北九州地域）

住所 〒802-0803　北九州市小倉南区春ケ丘１０－２
電話番号 ０９３－９２２－５５２３
FAX番号 ０９３－９２２－５５２３

 メールアドレス kitakyu.tsubasa@kitaq-src.jp

その他連絡先 ホームページ　　http://www.tsubasa.kitaq-src.jp

活動について 相談支援・発達支援・就労支援・発達障がいに関する研修や啓発など

開所日時 月曜日～金曜日　8：30～17：00　（土、日、祝日、年末年始は休み）
利用料 なし

対象者：発達障がいのある方やそのご家族・支援者・関係機関など
　　　　※発達障がいの診断のない方も対象です。
対象年齢：年齢制限はありません。

個別相談 電話　・　来所　・　訪問　・　メール相談
就労支援 あり（ご相談をお伺いし、関係機関等と連携します。）
就労体験 なし
居場所 あり
家族会 なし

その他
所管（北九州地域）：行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、
遠賀町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

4 福岡県発達障がい者（児）支援センター（福岡地域）Life

住所 〒816-0804　春日市原町３－１－７　クローバープラザ１階東棟
電話番号 ０９２－５５８－１７４１
FAX番号 ０９２－５５８－１７４２
メールアドレス info@life-fukuoka.com

その他連絡先 ホームページ　http://www.life-fukuoka.com/

活動について 相談支援・発達支援・就労支援・発達障がいに関する研修や啓発など

開所日時
月曜日～金曜日　９：０0～17：00
（土・日・祝日・お盆・年末年始は休み）

利用料 なし
対象者：発達障がいのある方やそのご家族・支援者・関係機関など
　　　　※発達障がいの診断のない方も対象です。
対象年齢：年齢制限はありません。

個別相談 来所（電話もしくはメール・FAXでお申込みが必要です。）
就労支援 あり（ご相談をお伺いし、関係機関等と連携します。）
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

その他
所管（福岡地域）：筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀
市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵
町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町、東峰村

対象者・
対象年齢

対象者・
対象年齢
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5 福岡県発達障がい者支援センター（筑豊地域）　ゆう・もあ

住所 〒825-0004　田川市夏吉４２０５－７
電話番号 ０９４７－４６－９５０５
FAX番号 ０９４７－４６－９５０６

 メールアドレス yumoa2@houtokukai.com

その他連絡先 ホームページ　http://houtokukai.com/

活動について 相談支援・発達支援・就労支援・発達障がいに関する研修や啓発など

開所日時
月曜日～土曜日　９：０0～1８：00
（日、祝日、お盆、年末年始は休み）

利用料 なし
対象者：発達障がいのある方やそのご家族・支援者・関係機関など
　　　　※発達障がいの診断のない方も対象です。
対象年齢：年齢制限はありません。

個別相談 電話　・　来所（要予約）　・　メール相談
就労支援 あり（ご相談をお伺いし、関係機関等と連携します。）
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

その他
所管（筑豊地域）：直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍
手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

6 福岡県発達障がい者支援センター（筑後地域）あおぞら

住所 〒834-0122  八女郡広川町一條１３６１－２
電話番号 ０９４２－５２－３４５５
FAX番号 ０９４２－５３－０６２１

 メールアドレス aozora@akasakaen.jp

その他連絡先 ホームページ　https://aozora-center.com/

活動について 相談支援・発達支援・就労支援・発達障がいに関する研修や啓発など

開所日時
月曜日～金曜日　９：００～１７：００
（土、日、祝日、お盆、年末年始は休み）

利用料 なし
対象者：発達障がいのある方やそのご家族・支援者・関係機関など
　　　　※発達障がいの診断のない方も対象です。
対象年齢：年齢制限はありません。

個別相談 来所（要予約）
就労支援 あり（ご相談をお伺いし、関係機関等と連携します。）
就労体験 なし
居場所 なし
家族会 なし

その他
所管（筑後地域）：大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町、広川町

対象者・
対象年齢

対象者・
対象年齢
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1 　　　　　　　福岡県教育センター

住所 〒811-2401　糟屋郡篠栗町高田268番地
０９２－９４８－３０００　（教育相談）
０９２－９４７－２０８３　（教職員カウンセリング室）
０９２－９４７－１９２３　（特別支援教育相談）
０９２－９４８－３０００　（教育相談）
０９２－９４７－１９２３　（特別支援教育相談）
seitosoudan@educ.pref.fukuoka.jp 　(教育相談）
tokushi@educ.pref.fukuoka.jp　（特別支援教育相談）
ホームページ
　福岡県教育センターで検索するとホームページに入れます。
本センターの相談は、児童生徒にかかわる悩みについてです。
学校、保護者、先生等への要望等については、該当の市町村教育委員会や教
育事務所、学校等へご連絡ください。

【相談をお受けする内容】
○　教育相談
　・いじめ、不登校、友人関係、学業などの学校生活に関すること
　・情緒不安、親子関係、家庭教育などの家庭生活に関すること
　・生徒指導、教育相談の指導方法に関すること（教育関係職員対象）

○　特別支援教育相談
　・障がいのある児童生徒の理解や適切な指導・支援に関すること
【相談員】
　本センター教育相談班・特別支援教育班の指導主事及び嘱託医等
　※　嘱託医等の相談は不定期です。詳しくはお問い合わせください。

月曜日～金曜日まで毎日（祝日及び12月29日～1月3日除く）
９：００～１７：００（来所相談は、９：００～１６：００）

利用料 なし

対象者・
対象年齢

福岡県内に居住する幼児児童生徒とその保護者及び教育関係職員
※特別支援教育に関する教育相談については、乳幼児とその保護者も対象と
します。

〇電話相談
〇来所相談（電話での予約をお願いします。）
〇メール相談（メールによる相談は1回のみとし、継続の希望がある場合
　は、来所相談又は電話相談にて対応します。）

2 　　　　福岡県教育庁教育振興部　高校教育課

住所 〒812-8577 福岡市博多区東公園７番7号
電話番号 ０９２－６４３－３９０３
FAX番号 ０９２－６４３－３９０6

その他連絡先
ホームページ
福岡県教育委員会のホームページから入れます。

活動について 県立の通信制高校等や高校卒業程度認定試験の情報を提供いたします。

開所日時 ９：００～１７：００（土日祝日、年末年始除く）
個別相談 電話

開所日時

個別相談

FAX番号

メールアドレス

電話番号

活動について

その他連絡先

教育関係
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令和3年10月1日現在

自治体名 窓口名 住　　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス（※２）

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　安河内ビル１F 092-938-3001 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１２－１２　１F 093-203-1630 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　田川保健所別館１Ｆ 0947-44-8631 0947-44-8632

福岡県
福岡県自立相談支援事務所（朝倉郡・三井郡・三潴
郡・八女郡）

久留米市東和町６－９　フジホーム久留米ビル
501号

0942-38ｰ8501 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 0930-26-7705 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 093-582-3478

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号 093-951-1025

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号 093-671-3022

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3号 093-642-1334

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エルガーラオフィス棟７階
0120-17-3456
092-732-1188

092-732-1190

福岡市 福岡市生活自立支援センター分室 福岡市中央区春吉３丁目２１－１８GEST25ビル２階
0120-20-0607
092-791-7352

092-791-7353

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（久留米市役所東側310会議室） 0942-30-9185 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（久留米市役所東側310会議室） 0942-30-9113 0942-30-9327 9113@elite-staff.com

久留米市 生活支援第1・2課　住居確保給付金受付窓口 久留米市城南町１５－３ 0942-30-9023 0942-30-9710

大牟田市 生活支援相談室 大牟田市瓦町９番地３　総合福祉センター２F 0944-32-8851 0944-57-2560 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 fukushisomu@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窓口 柳川市本町８７番地１ 0944-77-8177 0944-73-9211 40207fukushi-hogo@city.yanagawa.lg.jp

八女市 福祉課生活支援係 八女市本町６４７番地 0943-23-1350 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窓口 大川市大字酒見256番地1 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 行橋市大字中津熊501番地（ウィズゆくはし1F） 0930－55－6665 0930-55-6665 qqvm2ae9k@poppy.ocn.ne.jp

豊前市 豊前市生活困窮者自立相談支援センター 豊前市大字吉木９５５番地 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窓口
くらしサポート「よりそい」

春日市昇町３丁目１０１番地（春日市社会福祉センター　1階） 092-515-2098 092-581-7258 yorisoi@kasuga-shakyou.or.jp

大野城市 福祉課　地域福祉担当 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 福祉課福祉窓口係（生活再生支援担当） 古賀市庄205番地　サンコスモ古賀 092-942-1156 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 （住居確保給付金に関すること）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（困りごと相談室） 宮若市宮田２９番地１ 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　げんきかん内 0944-67-0010 0944-67-0010

糸島市 福祉支援課生活支援係 糸島市前原西一丁目１番１号
092-332-2109
070-1319-9952

092-321-1139 fukushishien@city.itoshima.lg.jp

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

令和３年度 自立相談支援機関 相談窓口一覧
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【掲載している関係機関・団体について】 

  この冊子に掲載している関係機関・団体は、令和 4 年 2 月時点で、当センターが

把握している関係機関・団体で、掲載に同意をいただいた関係機関・団体です。 

  このため、県内全ての関係機関・団体を掲載しているものではありません。 

なお、情報が更新されている場合がありますので、詳細については直接各関係機

関・団体にご確認ください。 

 福岡県ひきこもり地域支援センターのホームページにも掲載していますので、ご活

用ください。 
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