
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



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



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



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



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



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



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



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


