
関係機関一覧表 

 

お住まいの市町村（児童福祉担当もしくは母子保健福祉担当）は各市町村ホームページ等でご確認ください。 

 

福岡県児童相談所一覧 

相談所名 所在地 ＴＥＬ 管轄地域 

福岡児童相談所 〒816-0804 春日市原町 3-1-7 092-586-0023 
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、

糸島市、 那珂川市、糟屋郡（新宮町を除く） 

久留米児童相談所 〒830-0047 久留米市津福本町 281 0942-32-4458 

久留米市、朝倉市、八女市､筑後市、大川市、

小郡市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴

郡、八女郡 

田川児童相談所 〒826-0041 田川市弓削田 188 0947-42-0499 
直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、鞍手郡

小竹町、嘉穂郡、田川郡 

大牟田児童相談所 〒836-0027 大牟田市西浜田町 4-1 0944-54-2344 大牟田市、柳川市、みやま市 

宗像児童相談所 〒811-3436 宗像市東郷 1-2-3 0940-37-3255 
中間市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、

糟屋郡新宮町、遠賀郡、鞍手郡鞍手町 

京築児童相談所 〒828-0021 豊前市八屋 2007-1 0979-84-0407 
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 

 

福岡市こども総合相談

センター 
〒810-0065 福岡市中央区地行浜 2-1-28 092-833-3000 福岡市 

北九州市子ども総合セ

ンター 
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町 1-6 093-881-4556 北九州市 

 

 



保健福祉（環境）事務所一覧 

相談所名 所在地 ＴＥＬ 管轄地域 

福岡県筑紫保健福祉環

境事務所 

〒816-0943 大野城市白木原 3丁目 5番 25 号 
092-513-5626 

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、

那珂川市 

福岡県粕屋保健福祉事

務所 

〒811-2318 糟屋郡粕屋町戸原東 1-7-26 
092-939-1929 

古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、

須恵町、新宮町、久山町、粕屋町） 

福岡県宗像・遠賀保健

福祉環境事務所 

〒807-0046 福岡県遠賀郡水巻町吉田西 2丁目

17－7 遠賀分庁舎 
093-201-5075 

中間市、宗像市、福津市、遠賀郡（芦屋町・

水巻町・岡垣町・遠賀町） 

福岡県糸島保健福祉事

務所 

〒819-1112 糸島市浦志 2丁目 3-1 糸島総合庁舎 2

階 
092-322-1449 

糸島市 

福岡県北筑後保健福祉

環境事務所 

〒839-0861 久留米分庁舎 久留米市合川町 1642-

1 久留米総合庁舎 2階 
0946-22-4195 

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡（筑前

町、東峰村）、三井郡（大刀洗町） 

福岡県南筑後保健福祉

環境事務所 

〒834-0063 八女分庁舎(福祉・環境)八女市本村

25 0943-23-2119 

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川

市、みやま市、三潴郡（大木町）、八女郡（広

川町） 

福岡県嘉穂・鞍手保健

福祉環境事務所 

〒822-0025 直方市日吉町 9番 10 号（直方分庁

舎） 
0949-23-2028 

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡（桂川町） 

直方市、宮若市、鞍手郡（小竹町、鞍手町） 

福岡県田川保健福祉事

務所 

〒825-8577 田川市大字伊田 3292-2 田川総合庁舎 
0947-46-1092 

田川市、田川郡(香春町、添田町、糸田町、

川崎町、大任町、赤村、福智町) 

福岡県京築保険福祉環

境事務所 

〒824-0005 行橋市中央 1丁目 2番 1号行橋総合

庁舎（別棟） 
0930-24-3598 

行橋市、豊前市、京都郡（苅田町、みやこ

町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町） 

 

 福岡県警察署一覧 

相談所名 所在地 ＴＥＬ  

中央警察署 〒810-0001 福岡市中央区天神 1丁目 3番 33 号 092-734-0110  



博多警察署 
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2 丁目 8 番 24

号 
092-412-0110  

東警察署 〒812-0053 福岡市東区箱崎 7丁目 8番 2号 092-643-0110  

南警察署 〒815-0032 福岡市南区塩原 2丁目 3番 1号 092-542-0110  

早良警察署 〒814-0006 福岡市早良区百道 1丁目 5番 15 号 092-847-0110  

西警察署 
〒819-0169 福岡県福岡市西区今宿西 1 丁目 14 番

10 号 
092-805-6110  

粕屋警察署 〒811-2301 糟屋郡粕屋町大字上大隈 147 番地１ 092-939-0110  

春日警察署 〒816-8511 春日市原町 3丁目 1番地 21 092-580-0110  

筑紫野警察署 〒818-0041 筑紫野市上古賀 1丁目 1番 1号 092-929-0110  

糸島警察署 〒819-1116 糸島市前原中央一丁目 6番 1号 092-323-0110  

宗像警察署 〒811-3436 宗像市東郷 1丁目 2番 2号 0940-36-0110  

朝倉警察署 〒838-0068 朝倉市甘木 225 番地 1 0946-22-0110  

博多臨港警察署 〒812-0032 福岡市博多区石城町 9番 18 号 092-282-0110  

福岡空港警察署 〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井 782 番地 1 092-621-0110  

小倉北警察署 
〒803-8567 北九州市小倉北区大門 1 丁目 6 番 19

号 
093-583-0110  

小倉南警察署 〒802-0816北九州市小倉南区若園5丁目1番6号 093-923-0110  

八幡東警察署 〒805-0053北九州市八幡東区大谷1丁目1番1号 093-662-0110  



八幡西警察署 〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町 2番 1号 093-645-0110  

折尾警察署 〒807-0824北九州市八幡西区光明1丁目6番6号 093-691-0110  

若松警察署 
〒808-0066北九州市若松区くきのうみ中央 1番 1

号 
093-771-0110  

戸畑警察署 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町 2番 1号 093-861-0110  

門司警察署 
〒801-0841 北九州市門司区西海岸 2 丁目 3 番 13

号 
093-321-0110  

行橋警察署 〒824-0005 行橋市中央 1丁目 1番 2号 0930-24-5110  

豊前警察署 〒828-0061 豊前市大字荒堀 535 番地 1 0979-82-0110  

飯塚警察署 〒820-0011 飯塚市柏の森 159 番地 26 0948-21-0110  

嘉麻警察署 〒820-0302 嘉麻市大隈町 418 番地 3 0948-57-0110  

直方警察署 〒822-0017 直方市殿町 5番 31 号 0949-22-0110  

田川警察署 〒826-0032 田川市平松町 3番 36 号 0947-42-0110  

久留米警察署 〒830-0003 久留米市東櫛原町 1002 番地 2 0942-38-0110  

小郡警察署 〒838-0142 小郡市大板井 234 番地 1 0942-73-0110  

うきは警察署 〒839-1321 うきは市吉井町 343 番地 3 0943-76-5110  

筑後警察署 〒833-0031 筑後市大字山ノ井 338 番地 0942-52-0110  

八女警察署 〒834-0031 八女市本町 465 番地 0943-22-5110  

柳川警察署 〒832-0823 柳川市三橋町今古賀 53 番地 1 0944-74-0110  



大牟田警察署 〒836-0843 大牟田市不知火町 3丁目 8番地 0944-43-0110  

 


