
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



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



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



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



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



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



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



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



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


