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福岡県のひとり親家庭支援について

（１）ひとり親サポートセンター相談支援体制強化事業

（２）養育費確保支援事業
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就業・自立に主眼を置いた総合的な母子家庭等対策の推進

①子育てと生活支援
◎母子・父子自立支援員

◎ヘルパーの派遣等に

よる子育て、生活支援

の実施

◎学習支援ボランティア

○児童扶養手当法第２条（児童扶養手当の趣旨）

・児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、

家庭生活の安定と向上に努めなければならない。

○母子及び父子並びに寡婦福祉法第４条（自立への努力）

・母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、

家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
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自立支援プログラム

②就業支援
◎ひとり親サポート

センター事業の推進

◎自立支援プログラム

策定事業

◎職業能力開発の

ための給付金の支

給

③養育費の確保
◎養育費の支払いに

ついての協議の

法定化

◎養育費相談

◎弁護士による法律

相談

④経済的支援
◎児童扶養手当

の支給

◎母子父子寡婦

福祉資金の貸付

◎子ども医療費・

ひとり親家庭等

医療費支給制度

ひとり親家庭等対策の体系



１ 概要

就業に関する相談から、自立支援プログラムの策定、就業支援講習会の開催、ハ
ローワークと連携した求人情報の提供まで一貫した就業支援を行うほか、養育費相
談を実施する等、母子家庭の母等への支援を総合的に行う。

２ 実施体制

3

福岡県ひとり親サポートセンターについて

センター等名称 所在地 対象地域 利用時間

春日センター
春日市原町３－１－７クローバープラザ６Ｆ
　　（社）福岡県母子寡婦福祉連合会内

福岡広域生活圏
（政令市を除く）

月～金曜　９時～１７時 （夜間相談は予約制２０時まで）
毎週土曜 、第１・第３日曜　９時～１６時（祝日、年末年始除く）

飯塚ブランチ
飯塚市新立岩８－１県飯塚総合庁舎２Ｆ
　　嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所内

筑豊・京築・北九州広域
生活圏　（政令市を除く）

月～金曜　９時～１７時 （祝日、年末年始除く）
毎週土曜、第１・３日曜　予約制（春日センターにて相談）

久留米センター
久留米市城南町１５－３
　　久留米市役所内

筑後広域生活圏
月～土曜　９時～１７時（夜間相談は予約制２０時まで）
（祝日、年末年始除く）　　※土曜は電話相談対応



３ 事業概要
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（１）就業支援

①就業相談 家庭の状況・職業適性・就業経験等に応じた助言、求人情報等の提供

②就業支援講習会

就業に結び付く可能性の高い資格や能力を習得するための講習会を開催

（パソコン、医療事務、登録販売者、介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）など）

受講しやすいよう、夜間・土曜の講座も実施し、講習会開催時は託児を実施

③自立支援プログラム策定事業

対象者・・・母子家庭・父子家庭で児童扶養手当受給者（平成２３年度から、父子家庭の父も対象）

プログラム策定員（センターの相談員が兼務）が、個々の希望、事情等に対応し自立支援プログラ

ムを策定し、ハローワークの専任ナビゲーターと緊密に連携して就職に結び付ける

（２）養育費確保の支援 （詳細は後述）

①専門員による養育費相談 ②弁護士による無料法律相談

③養育費啓発動画の配信 ④弁護士相談クーポン（相談１時間無料券）の配布

⑤養育費・ひとり親110番（集中電話相談）の実施（年12回）
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ひとり親サポートセンター相談支援体制強化事業

１ 内容

（１）ひとり親家庭等相談用ＡＩチャットボットの導入 （ワンストップ型相談体制）

ひとり親サポートセンターのホームページにＡＩチャットボット機能を導入し、

ひとり親家庭から多く寄せられる質問に自動で２４時間３６５日対応し、適切な

支援に案内する。

（回答内容） 支援情報の提供、相談窓口の案内等

（２）ＡＩチャットボット利用者に対する更新情報の提供 （プッシュ型支援）

事前に登録したＡＩチャットボット利用者に対し、必要な更新情報を個別に提供

する。

２ スケジュール

運用開始 令和３年９月（予定）

３ 予算

５，３６３千円（福岡県令和２年度２月補正予算、令和３年度へ繰越）

※国の「母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金」のうち

「ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業」（補助率10/10）を活用



【ひとり親家庭等相談用ＡＩチャットボットの導入】
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（１）概要

ひとり親サポートセンターのホームページに、ＡＩチャットボットによる相談受付

機能を設け、ひとり親家庭等からの様々な質問（定型的なもの）に自動で24時間

365日回答できる仕組みを導入する。

（２）ＦＡＱの作成

ＡＩチャットボットによる回答のため、ひとり親家庭向け支援の

ＦＡＱを作成し、設定作業を行う。

県で作成のほか、県から示す照会文を参考に、委託業者から

市町村や関係団体にも照会し、回答をもとに当該団体分を作成。

（３）運用開始

令和３年９月（予定）



※入力が想定される質問の例 （実際にＦＡＱ化したものから）

・ひとり親向け就労支援にはどんなものがありますか

・養育費を確保したい

・ひとり親向け相談窓口を教えてください

・母子父子寡婦福祉資金について教えてください

・高等職業訓練促進給付金について教えてください

・△△市のひとり親家庭向け経済的支援について教えてください

など
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※チャットボット画面のイメージ

（質問画面） （回答画面）
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【ＡＩチャットボット利用者に対する更新情報の提供】
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（１）概要

ひとり親サポートセンターのホームページに、ＡＩチャットボット利用者向け入力

用フォームを設け、提供を希望する支援情報や自分の連絡先（メールアドレス）

を入力・登録してもらう機能（ＡＩチャットボットコーナーから誘導）を付加する。

（２）入力用フォームにおける入力項目

提供を希望する情報内容（子育て、就労、養育費等から選択）及び連絡先の

ほか、居住市町村等、支援情報の提供にあたり必要な項目を設定する。

（３）入力情報のデータベース化

情報提供希望者から入力された情報をデータベース化し管理を行う。

（４）プッシュ型支援

データベースに基づき、希望者の連絡先に、必要な更新情報を適切なタイミン

グで個別に提供（「プッシュ型支援」）し、相談者が希望する支援制度の確実な

利用につなげる。



【目指す事業効果】
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（１）定型的な相談に自動で回答するチャットボット機能により、時間の

ないひとり親に対し、２４時間いつでも支援情報を早く提供すること

ができる。

（２）希望者には個別に情報提供（プッシュ型支援）を行うことにより、

ひとり親本人が調べる手間をかけずに、希望する支援情報を提供

することができる。

（参考）

ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業実施要綱

「１ 事業の目的」

・・・ひとり親家庭等に対し、個々の状況に応じた適切な支援が提供されるよう、ＩＴ機器の活用を

始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型支援体制の構築・強化を図る

ことを目的とする。
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養育費確保支援事業

（１）専門相談員による電話相談 （ひとり親サポートセンター）

⇒ より専門的なアドバイスが必要な場合は弁護士による法律相談につなぐ

（２）弁護士による無料法律相談（ひとり親サポートセンター、月３回、要予約）
相談内容・・・ 養育費、慰謝料、相続、金銭貸借問題、事業経営上の問題、税務相談等

（３）養育費啓発動画のユーチューブ等による配信

（４） 弁護士相談クーポンの配布（政令・中核市在住者を除く）

来所相談が困難な方に対し、県内18か所の福岡県弁護士会法律相談センターにおいて

１時間の無料相談が受けられるクーポンを配布

（５）養育費・ひとり親１１０番

相談者の利便性を向上させ、また気軽に、専門家の

助言を受けることができるよう、弁護士による集中電話

相談を実施

電話番号 092-724-2644 （開催日当日のみ利用可能）
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ご清聴ありがとうございました。



KTLBJ
テキスト ボックス
（参考１）





受　 付 　日

ふ り が な

利用者氏名

利用者住所

発行日

発行者

１　利用方法・注意事項

２　有効期限

　　　　クーポンの有効期限は、原則として発行日より３か月です。

以下は、法律相談センターで記入します。

相　　談　　日

担当弁護士名

事務担当者名

②　ご希望の法律相談センターへ、ご自身で電話予約してください。その際、『福岡県ひとり親

　サポートセンター弁護士無料相談クーポン』を利用することを伝えてください。

 管理番号

 
春日  

 

 

 

ひとり親サポートセンター

 

①　このクーポンを利用することにより、裏面に記載している県内各地の福岡県弁護士会相談

　センターにおいて、無料法律相談を受けることができます。

③　法律相談の時間は１時間までです。この時間を超える相談はできません。

④　法律相談を受ける際に、このクーポンを法律相談センターの受付窓口にお出しください。

　　（クーポンを持参されない場合は、無料法律相談を受けることができません。）

⑤　ご不明な点がございましたら、ひとり親サポートセンターまで、お問い合わせください。

　　電話：０９２－５８４－３９３１

令和３年度

福岡県ひとり親サポートセンター 弁護士無料相談クーポン

印

KTLBJ
テキスト ボックス
（参考２）



住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

住所

電話番号

住所

電話番号

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

住所

電話番号

電話受付時間

二日市法律相談センター

筑紫野市二日市北１丁目3-8スパシオ・コモド2階

092-918-8120

電話受付時間
月～金曜日 午前9時～午後7時　　土曜日 午前9時～午後4時

日・祝日 午前9時～午後1時

直方法律相談センター

直方市津田町1-29

0949-25-0636

月～金曜日 午前9時～午後5時

田川法律相談センター

田川市栄町1-5 大城ビル2階

0947-42-2330

月～金曜日 午前9時～午後5時

大牟田法律相談センター

大牟田市不知火町1-1-2　ひまわりビル4階

0942-30-0144(久留米法律相談センター)

月～金曜日 午前9時～午後5時

飯塚法律相談センター

飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3階

0948-28-7555

月～金曜日 午前9時～午後5時

　　＜筑豊地区＞

八女法律相談センター

八女市本町599番地 八女市社会福祉会館

0942-30-0144

月～金曜日 午前9時～午後5時

柳川法律相談センター

柳川市本町117-2-2階 柳川商工会館内

0942-30-0144(予約は久留米法律相談センターまで)

月～金曜日 午前9時～午後5時

魚町法律相談センター

北九州市小倉北区魚町1-4-21　魚町センタービル5階

093-551-0026

月～金曜日 午後1時～午後4時

久留米法律相談センター

久留米市篠山町11番地5 筑後弁護士会館内

0942-30-0144

月～金曜日 午前9時～午後5時

　　＜筑後地区＞

行橋法律相談センター

行橋市中央1丁目9-50 行橋商工会議所内

093-561-0360

月～金曜日 午前9時～午後12時、午後1時～午後5時

豊前法律相談センター

豊前市大字八屋2013-2豊前商工会議所2階

0979-82-5272

月～金曜日 午前9時～午後12時、午後1時～午後5時

北九州法律相談センター

北九州市小倉北区金田1-4-2 裁判所構内 北九州弁護士会館

093-561-0360

月～金曜日 午前9時～午後12時、午後1時～午後5時

折尾法律相談センター

北九州市八幡西区折尾四丁目6-16 折尾YSビル2階

093-691-2166

月～金曜日 午前9時～午後12時、午後1時～午後5時

092-940-4100

月～金曜日 午前9時～午後7時

むなかた法律相談セン
ター

電話受付時間
日・祝日 午前9時～午後1時

いとしま法律相談センター
電話受付時間

糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階（佐賀銀隣）

092-321-4400

月～金曜日 午前9時～午後7時

0940-34-8266

月～金曜日 午前9時～午後7時  土曜日 午前9時～午後1時

　　＜福岡地区＞

土曜日 午前9時～午後4時  日・祝日 午前9時～午後1時

　　＜北九州地区＞

092-741-3208（代）

月～金曜日 午前9時～午後7時　　土日祝日 午前9時～午後1時

福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階

092-753-7423

月～金曜日 午前9時～午後7時　土日祝日 午前9時～午後1時

天神弁護士センター

六本松法律相談センター

福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル2階

土曜日 午前9時～午後4時  日・祝日 午前9時～午後1時

古賀法律相談相談セン
ター

電話受付時間

宗像市東郷2丁目1番16号

古賀市新原1051-6　古賀市隣保館（ひだまり館）内

福岡県弁護士会法律相談センター



 

 

 

 

 

 

 

 

○ 日  時（上半期開催分） ※10月以降も開催します 

偶数月 ： 第３土曜 （４/17、６/1９、８/2１） 

10 時～13 時  

奇数月 ： 第３水曜 (５/1９、７/2１、９/1５） 

13 時～16 時 

○ 電話番号 ０９２－７２４－２６４４ 
※上記番号は、当日のみ利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】   

ひとり親サポートセンター   （春日センター） ＴＥＬ：０９２－５８４－３９３１   

                 （飯塚ブランチ） ＴＥＬ：０９４８－２１－０３９０ 

養育費はいらないって、

相手に伝えたけど、今か

らでも請求できる？ 

家庭裁判所の手続

って、難しい？ 

養育費の 

請求方法が 

わからない 

無 料 

こんなお悩み、ありませんか？ 

弁護士が丁寧にアドバイスします(*^▽^*) 

KTLBJ
テキスト ボックス
（参考３）


