
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

北九州市
門司区

総務企画課 広報広聴係 093-331-1881 272 801-8510 北九州市門司区清滝1丁目1-1

北九州市
小倉北区

総務企画課 広報広聴係 093-582-3339 803-8510 北九州市小倉北区大手町1-1

北九州市
小倉南区

総務企画課 広報広聴係 093-951-4111 275 802-8510 北九州市小倉南区若園5丁目1-2

北九州市
若松区

総務企画課 広報広聴係 093-761-5321 274 808-8510 北九州市若松区浜町1丁目1-1

北九州市
八幡東区

総務企画課 広報広聴係 093-671-0801 272 805-8510 北九州市八幡東区中央1丁目1-1

北九州市
八幡西区

総務企画課 広報広聴係 093-642-1441 273 806-8510 北九州市八幡西区黒崎3丁目15-3

北九州市
戸畑区

総務企画課 広報広聴係 093-871-1501 273 804-8510 北九州市戸畑区千防1丁目1-1

福岡市
（特別給付金のみ）

保健福祉局総務部総務課 社会係 092-711-4493 810-8620 福岡市中央区天神1-8-1

東区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-645-1071 812-8653 福岡市東区箱崎2-54-1

博多区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-419-1078 812-8514 福岡市博多区博多駅前2-19-24

中央区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-718-1145 810-8622 福岡市中央区大名2-5-31

南区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-559-5127 815-8501 福岡市南区塩原3-25-3

城南区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-833-4102 814-0192 福岡市城南区鳥飼6-1-1

早良区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-833-4352 814-8501 福岡市早良区百道2-1-1

西区
（特弔のみ）

保健福祉センター 福祉・介護保険課 高齢者福祉係 092-895-7063 819-8501 福岡市西区内浜1-4-1

大牟田市 保健福祉部 福祉課
社会・勤労福
祉担当

0944-41-2663 836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地

久留米市 健康福祉部 生活支援第１課 業務チーム 0942-30-9023 830-8710 久留米市城南町15-3

久留米市 田主丸総合支所 市民福祉課
保健福祉
チーム

0943-72-2112 839-1233 久留米市田主丸町田主丸459-11

久留米市 北野総合支所 市民福祉課
健康福祉
チーム

0942-78-3553 830-1113 久留米市北野町中3245-3

久留米市 城島総合支所 市民福祉課 福祉チーム 0942-62-2112 830-0211 久留米市城島町楢津743-2

久留米市 三潴総合支所 市民福祉課
市民生活
チーム

0942-64-2312 830-0112 久留米市三潴町玉満2779-1

直方市 市民部 健康福祉課
社会・労働福
祉係

0949-25-2134 822-8501 直方市殿町7番1号
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飯塚市 福祉部
社会・障がい者
福祉課

社会福祉係 0948-22-5500 1173   820-8501 飯塚市新立岩5-5

飯塚市 穂波支所 市民窓口課 保健福祉係 0948-22-0380 2121 820-8605 飯塚市忠隈523

飯塚市 筑穂支所 市民窓口課 保健福祉係 0948-72-1100 3611 820-0792 飯塚市長尾1242-1

飯塚市 庄内支所 市民窓口課 保健福祉係 0948-82-1200 4621 820-0193 飯塚市網分802-7

飯塚市 頴田支所 市民窓口課 保健福祉係 09496-2-2211 5631 820-1193 飯塚市勢田1271-1

田川市 市民生活部 健康福祉課 障害社会係 0947-44-2000 137 825-8501 田川市中央町1番1号

柳川市 保健福祉部 福祉課 福祉総務係 0944-77-8512 832-8601 柳川市本町8７-1

柳川市 大和庁舎 市民サービス課 市民係 0944-77-8512 839-0292 柳川市大和町鷹ノ尾120番地

柳川市 三橋庁舎 市民サービス課 市民係 0944-77-8512 832-8555 柳川市三橋町正行431番地

八女市 市民福祉部 福祉課 福祉総務係 0943-24-8030 834-8585 八女市本町647

八女市 黒木支所 市民生活福祉課 生活福祉係 0943-42-1114 834-1292 八女市黒木町今1314-1

八女市 立花支所 市民生活福祉課 生活福祉係 0943-23-4933 834-8555 八女市立花町原島95-1

八女市 上陽支所 市民生活福祉課
市民生活福祉
係

0943-54-2218 834-1102 八女市上陽町北川内547-1

八女市 矢部支所 市民生活福祉課
市民生活福祉
係

0943-47-3111 834-1492 八女市矢部村北矢部10528

八女市 星野支所 市民生活福祉課
市民生活福祉
係

0943-52-3113 834-0201 八女市星野村13102-1

筑後市 市民生活部 福祉課 0942-65-7019 833-8601 筑後市大字山ノ井898

大川市 福祉事務所 福祉係 0944-85-5532 831-8601 大川市大字酒見256-1

行橋市 福祉部 地域福祉課 管理係 0930-25-1111 824-8601 行橋市中央1-1-1

豊前市 福祉課 子育て支援係 0979-82-1111 1237 828-8501 豊前市大字吉木955

中間市 保健福祉部 福祉支援課 福祉政策係 093-246-6270 809-8501 中間市中間1丁目1番1号

小郡市 保健福祉部 福祉課 生活福祉係 0942-72-2111 444 838-0198 小郡市小郡255-1

筑紫野市 健康福祉部 生活福祉課 地域福祉担当 092-923-1111
313
314

818-8686 筑紫野市二日市西1-1-1

春日市 健康福祉部 福祉計画課 地域福祉担当 092-584-1111 2402 816-8501 春日市原町3丁目1番地5

大野城市 市民福祉部 福祉課 地域福祉担当 092-580-1851 816-8510 大野城市曙町2丁目2番1号
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宗像市 健康福祉部 高齢者支援課
高齢者サービ
ス係

0940-36-9288 811-3492 宗像市東郷1丁目1番1号

太宰府市 市民福祉部 福祉課 福祉政策係 092-921-2121 363 818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1

古賀市 保健福祉部 福祉課 社会係 092-942-1150 811-3116 古賀市庄205番地

福津市 健康福祉部 福祉課 福祉総務係 0940-43-8188 811-3293 福津市中央1丁目1番1号

うきは市 福祉事務所 福祉係 0943-75-4961 839-1393 うきは市吉井町新治316番地

うきは市
うきは市民
センター

浮羽市民課
コンシェルジュ
係

0943-77-2112 839-1497 うきは市浮羽町朝田582-1

宮若市 民生部 健康福祉課 高齢者福祉係 0949-32-0515 823-0011 宮若市宮田29-1

宮若市 若宮総合支所 市民課 福祉グループ 0949-52-1113 822-0101 宮若市福丸272番地1

嘉麻市 福祉事務所 社会福祉課 社会福祉係 0948-53-1106 821-8501 嘉麻市上山田392

朝倉市 保健福祉部 福祉事務所
障がい者福祉
係

0946-22-1111 120 838-8601 朝倉市菩提寺412-2

みやま市 保健福祉部 福祉事務所 社会福祉係 0944-64-1518 835-8601 みやま市瀬高町小川5番地

みやま市 市民部 山川支所
市民サービス
係

0944-64-3100 835-0192 みやま市山川町立山1278番地

みやま市 市民部 高田支所
市民サービス
係

0944-64-2100 839-0292 みやま市高田町濃施15番地

糸島市 人権福祉部 福祉保護課 福祉総務係 092-332-2072 819-1192 糸島市前原西1丁目1番1号

筑紫郡
那珂川町

健康福祉部 福祉課 092-953-2211 811-1292 筑紫郡那珂川町西隈1-1-1

糟屋郡宇美町 福祉課 福祉係 092-934-2278 811-2192 糟屋郡宇美町宇美5-1-1

糟屋郡篠栗町 福祉課 福祉係 092-947-1111 222 811-2492 糟屋郡篠栗町大字篠栗4855番地5

糟屋郡志免町 福祉課 福祉係 092-935-1038 1144 811-2292 糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号

糟屋郡須惠町 健康福祉課 福祉係 092-932-1493 811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771

糟屋郡新宮町 健康福祉課 社会福祉係 092-962-0239 811-0192 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1-1

糟屋郡久山町 健康福祉課 福祉係 092-976-1111 212 811-2501 糟屋郡久山町大字久原3632

糟屋郡粕屋町 住民福祉部 介護福祉課 社会福祉係 092-938-0229 811-2392 糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号

遠賀郡芦屋町 福祉課
障がい者・生
活支援係

093-223-3530 807-0198 遠賀郡芦屋町幸町2番20号

遠賀郡水巻町 地域・こども課 地域交流係 093-201-4321 171 807-8501 遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号

遠賀郡岡垣町 福祉課 地域福祉係 093-282-1211 811-4233 遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号

遠賀郡遠賀町 福祉課 福祉人権係 093-293-1234 271 811-4392 遠賀郡遠賀町大字今古賀513

鞍手郡小竹町 福祉課 一般福祉係 09496-2-1219 820-1192 鞍手郡小竹町大字勝野3349番地

鞍手郡鞍手町 福祉人権課 福祉係 0949-42-2111 244 807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
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嘉穂郡桂川町 健康福祉課 福祉係 0948-65-0001 820-0693 嘉穂郡桂川町大字土居361番地

朝倉郡筑前町 福祉課 高齢者福祉係 0946-24-8763 838-0802 朝倉郡筑前町久光951-1

朝倉郡東峰村 住民税務課 0946-74-2311 838-1692 朝倉郡東峰村大字小石原941番地9

三井郡
大刀洗町

健康福祉課 福祉係 0942-77-2266 830-1298 三井郡大刀洗町大字冨多819

三潴郡大木町 福祉課 福祉係 0944-32-1060 830-0416
三潴郡大木町大字八町牟田255番地の
1

八女郡広川町 福祉課 福祉係 0943-32-1113 834-0115 八女郡広川町大字新代1804-1

田川郡香春町 福祉課 福祉係 0947-32-8415 822-1492 田川郡香春町大字高野994

田川郡添田町 保健福祉環境課
福祉障がい者
支援係

0947-82-1232 824-0691 田川郡添田町大字添田2151番地

田川郡糸田町 福祉課 福祉係 0947-26-1241 822-1392 田川郡糸田町1975番地1

田川郡川崎町 社会福祉課 社会福祉係 0947-72-3000 133 827-8501 田川郡川崎町大字田原789-2

田川郡大任町 住民課第２ 社会福祉係 0947-63-3004 824-0512 田川郡大任町大字大行事3067番地

田川郡赤村 住民課 福祉環境係 0947-62-3000 824-0432 田川郡赤村大字内田1188番地

田川郡福智町 福祉課 福祉係 0947-22-7763 822-1292 田川郡福智町金田937番地2

京都郡苅田町 地域福祉課
地域福祉担当
係

  093-434-1039  800-0392 京都郡苅田町富久町1丁目19番地1

京都郡
みやこ町

介護福祉課 福祉係 0930-32-8032 824-0892 京都郡みやこ町勝山上田960

築上郡吉富町 健康福祉課 福祉係 0979-24-1123 871-8585 築上郡吉富町大字広津226-1

築上郡上毛町 住民課 住民福祉係 0979-72-3111 141 871-0992 築上郡上毛町大字垂水1321番地1

築上郡築上町 福祉課 社会福祉係 0930-56-0300 241 829-0392 築上郡築上町大字椎田891-2

平成28年度　市区町村恩給・援護担当部署一覧

福岡県にお住まいの方専用【請求窓口一覧】


