
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



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



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



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



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


