
 

●市）人権・同和対策課

子育てに関する総合相談、ひとり親家庭の福祉に関すること、

児童虐待や女性が抱える問題などについて

●市）家庭子ども相談課  Tel.30-9208  Fax.30-9718

幼稚園就園奨励費に関すること

●市）子ども政策課  Tel.30-9227  Fax.30-9718

乳幼児の発達に関すること（相談・療育・訓練）

乳幼児の成長・発達に関わるさまざまな悩みや問題について

親子のためのつどいの場、子育てのサポートの場

●市）保健所地域保健課  Tel.30-9033  Fax.30-9833

保育所や認定こども園の入所に関すること、

児童手当、児童扶養手当に関すること

●市）子ども支援課  Tel.30-9025  Fax.30-9718

●市）子育て交流プラザくるるん  Tel.34-5571 Fax.34-5572

●市）児童センター  Tel.35-3809  Fax.35-3835

青少年に関する相談、不登校児童生徒などに関する相談

●ヤングテレホンくるめ  青少年の悩み相談　Tel.0120-39-7867

●子どもホットライン24  ［北筑後教育事務所］　Tel.32-300018歳未満の子どもの福祉に関する相談

本人・家族・学校の先生・地域の方、どなたからでも受け付けます。 子どもや保護者が抱える悩みについて。電話や面接による相談。

人間関係やDV、セクハラ、性暴力被害、家庭の問題など、女性が抱える悩み。

月～水・金・土／10：00～18：00  木／17：00～20：00

日／10：00～17：00　〈電話相談〉〈面接相談・予約制〉

「女だから」「男だから」という理由で差別的な扱いを受けた場合など。

●男女平等推進委員 Tel.30-9246  Fax.30-9703

　　［市）男女平等政策課］

生活保護に関する相談・ホームレス支援

就労等の相談

さま ざま もんだい そうだん げつ きんようしょく   ば かん

職場における様々な問題に関する相談。月～金曜／8：30～17：15

●県）筑後労働者支援事務所

●市）健康福祉部生活支援第1課・第2課

●県）警察犯罪被害者相談電話 「ミズ・リリーフ・ライン」

●市）保健所保健予防課精神保健チーム

犯罪の被害にあわれた方等の心のケアを、女性の臨床心理士がお手伝いします。
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●市）保健所健康推進課  Tel.30-9731  Fax.30-9833

けんし ほ けんじょ こうすいしん か

せいし こ かさく

地域子ども・子育て支援事業に関すること（子育て支援センター、学童保育、病児保育など）

●市）子ども施設事業課  Tel.30-9754  Fax.30-9718
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●市）幼児教育研究所  Tel.35-3812  Fax.35-3886
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生活支援・就労支援
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同和問題・人権全般・その他相談
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●市）保健所性感染症相談ダイヤル
し ほ けんじょせいかんせんしょうそうだん

こし し えん か

●市）青少年育成課  Tel.35-3806  Fax.34-9001
せい ねんいくせい かしょうし

●県）久留米児童相談所  Tel.32-4458  Fax.32-4459
く る め じ どう そうだんしょけん

Tel.30-9728  Fax.30-9833

Tel.30-9340  Fax.30-9833

心の健康相談
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エイズ・梅毒・クラジミアの検査を無料・匿名で実施。毎週水曜／9：00～11：00

●県)性暴力被害者支援センター・ふくおか
けん せいぼうりょくひ がいしゃ し えん

9：00～24：00（年末年始を除く）
せいぼうりょくひ がい かん そうだん

Tel.092-762-0799　性暴力被害に関する相談
●県)福岡犯罪被害者総合サポートセンター
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●市）労政課
し

けん

ふく　し

じん　けん どう わ　もん　だい かん そうだん

かん し　えん う かんけい　き　かん そうだんしゃ

く　る　め　し　みんせい　い　いん　じ　どう　い　いんきょう　ぎ　かい

し じんけん どう　わ　たいさく　か

ちく　ご　ろうどう　しゃ　し　えん　じ　　む　しょ

く る め

ろうせい　か

けいさつはんざい  ひ  がい しゃ そう だんでん  わ

ふくおかはんざい ひ がいしゃそうごう

Tel.092-735-3156 犯罪被害に関する相談。
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ねん ねん し のぞまつ

Tel・FAX.092-632-7830

Tel.31-1717　Fax.31-3210

Tel.30-9035　Fax.30-9752

Tel.30-7802

月～金曜／9：00～17：45（祝日・年末年始を除く）

●市）男女平等推進センター
こうざい く　る　め　かんこう こくさい こうりゅうきょうかい

●公財）久留米観光コンベンション国際交流協会

し しょうがいしゃふく　し　か

●市）障害者福祉課

Tel.30-9038　Fax.36-6845
し

く    る    め   し   しゃ かい ふく   し きょう ぎ かい

ちょうじゅ  し  えん か

●市）長寿支援課

Tel.34-3035　Fax.34-3090●久留米市社会福祉協議会

Tel.080-2772-7755 Fax.30-9752
しょうがいしゃぎゃくたい

●障害者虐待ホットライン

Tel.30-9023  Fax.30-9710

Tel.30-9046  Fax.30-9707

就労相談●ハローワーク久留米 Tel.35-8609  Fax.33-6526

Tel.30-9045  Fax.30-9703

●市）人権・同和教育課
し じんけん どう わ　きょういく　か

Tel.30-9219  Fax.30-9719

Tel.30-9017  Fax.30-9711

Tel.30-1034  Fax.30-1025

福祉に関する支援が受けられるよう、関係機関と相談者をつなぎます。

人権・同和問題に関する相談

●市）広聴・相談課
にちじょうせいかつ なか なや ふ　あん そうだん じんけんそうだん ほうりつそうだん

し こうちょう　そうだん　か

日常生活の中での悩みや不安などの相談、人権相談、法律相談など。

Tel.39-2121  Fax.36-1831

Tel.0942-30-7500      Fax.0942-30-7501

●法務局久留米支局
じんけんそうだん う つ き　がる そうだん

ほう む きょくく　る　め　し　きょく

●市）人権啓発センター
し じんけんけいはつ

あらゆる人権相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

●久留米市民生委員児童委員協議会 Tel・Fax.34-0264

外国人のための相談全般
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障害者手帳、障害者福祉サービスの利用について
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障害者虐待に関する相談

社会福祉の制度、サービス、ボランティア活動など

じん けん かん がく しゅう そう だんけん しゅう

人権に関する学習・研修の相談など

介護保険以外の高齢者福祉サービス・介護予防・高齢者の生活や

虐待に関する相談（地域包括支援センターでも受付）

げつ きんよう

月～金曜／9：00～16：00

気になることはありますか？

誰かの顔が浮かびましたか？

2015 年2015 年2015 年2015 年
悩んでいる人、いませんか？　ひとりだけで考えず、誰かに相談したら解決できることがあります。
家族、友だち、先生、誰かに相談してみませんか？　相談できる専門の機関もあります。
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〈　市外局番の表記のない番号は、市外局番0942　〉
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