
推進センター・アミカス1階

博多区博多駅前 2-9-28
福岡商工会議所ビル 1階

職業
に

ビル

725-1788

473-1734

473-1734

34歳までの人

35～54歳までの人

おおむね60歳以上の人

女性

　市は、ユニバーサルデザインの理念に基づいた、みんながやさしい、みんなにやさしい
「ユニバーサル都市・福岡」の実現を目指しています。

　年齢や性別、国籍、障がいの有無等を問わず、すべての人が自由に快適に利用でき、行
動できるような思いやりあふれる配慮を、まちづくりやものづくりなどのあらゆる場面で、
ハード・ソフトの両面から行っていこうとする考え方です。

市社会福祉協議会事業開発課
☎720-5356　○F 751-1509 　　平日9:00～17：00

コラム

コラム

住まいサポートふくおか
　「夫が他界し収入が減ったため、もう少し安く住める部屋を探したいが、単身で保証人
がいないため入居を断られた」などの理由で住み替えが進まない高齢者世帯や障がい者
世帯を支援するものです。
　民間賃貸住宅への入居に協力する不動産事業者である「協力店」や入居中の様々な生
活支援を担う「支援団体」と「福岡市社会福祉協議会」が連携・協力し、入居支援や入居
後の生活支援などをサポートする事業です。

対 象 者

お問合せ

のある人

若者サポートステーション
739-3405 739-3408

就労について悩みを抱える
15～49歳の人とその保護者

個別相談、職場体験、交流会、家族向けセ
ミナー、基礎能力習得講座など

民間企業への派遣・紹介、雇用による就業
機会の確保・提供

県子育て女性就職支援センター
725-4034 510-7516

求人情報の提供、職業相談・紹介

マンツーマン支援（就職相談・紹
介、各種セミナー、面接対策など
就職支援）

求人情報の提供、職業相談・紹介

ユニバーサルデザインの理念とは

522-2631

電話・FAX

電話・FAX

シニア・ハローワークふくおか

ミドル世代サポートコーナー
（就職氷河期世代専門窓口）

292-7989

726-5710

市内の民間賃貸住宅への転居を希望している人で、①65歳以上の単身の人も
しくは65歳以上の人のみで構成される世帯（65歳以上の人と障がい者など
配慮が必要な人のみで構成される世帯も含む。）②障がいのある人を含む世
帯

　市総合図書館関係ポストへ返却が
できます。

福祉局地域福祉課

　誰もが安心して外出することができる
ように、 市内の建物のエレベーターや広
いトイレなどバリアフリー情報を市ホーム
ページ（「福岡市 バリアフリーマップ」で
検索）で紹介しています。バリアフリー施
設の情報提供も受け付けています。

孤立死を防ぐ見守りダイヤル
　孤立死の疑いがある住民の異変に
気づいた時は、連絡してください。安否
確認を行います。
080-9100-0883
受付24時間365日
安否確認　8:00～20:00　年中無休

おおむね 39歳までの人県若者就職支援センター

711-4232

県生涯現役チャレンジセンター

　「ユニバーサル都市・福岡」のロゴマークは、「ユ
ニバーサル」の文字に隠れている「サル」をモチー
フにして、市民に愛され、親しまれるキャラクター
マークです。
　キャラクターの顔の中にやさしさの象徴となる
「ハートマーク」を、その中に人を表す「i」を配置
し、人がやさしさに包まれていることを図案化して
います。
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　 Fukuoka Growth Next
〒810-0041　中央区大名2-6-11
　080-8375-8609
　https://growth-next.com
　 contact@growth-next.com

　グローバルスタートアップセンター
〒810-0041　中央区大名2-6-11
　080-3940-9455
　https://startupcafe.jp/global-
　startup-center-ja/
　global@startupcafe.jp 
月～金曜 12：00～19：00
土・日曜　 13：00～18：00
（祝日・年末年始を除く）

　中小企業者を対象とした経営相談・
診断や事業資金の融資の相談などを
実施しています。
　詳しくは各担当窓口までお問い合わ
せください。

　生活や仕事にお困りの人を対象に、仕
事探しや就職に向けた支援を行います。
履歴書等の作成指導やニーズに応じた職
業紹介、面接対策等の支援を行います。

※予約受付は福岡商工会議所経営相
　談部で行っています。

従業員の福利厚生

シルバー人材センター

733-5748

▶スタートアップ支援施設
　Fukuoka Growth Next
　（フクオカグロースネクスト）
　スタートアップ企業の更なる成長や
中小企業の第二創業促進を図るため、
育成・投資プログラムの実施やコミュニ
ティ形成などの支援を行います。

▶スタートアップカフェ
　誰でも入りやすい「敷居の低い」空
間で、創業に関する相談、情報提供や
人材マッチング支援（スタートアップ人
材マッチングセンター）、開業手続きに
関する申請や相談（開業ワンストップセ
ンター）、セミナー、勉強会、交流会の
開催など、創業から人材確保までのワ
ンストップ支援を行います。オンライン
での相談も可能です。

▶グローバルスタートアップセンター
　海外ビジネスを考えている企業を対
象に、海外とのビジネスに関する相談
や情報提供、セミナー・勉強会の開催
などの支援を行う専用相談窓口です。
スタートアップカフェ内に設置していま
す。

〒810-0041　中央区大名2-6-11

経営相談・融資・人材確保

生活困窮者への就労支援

技術相談窓口

※予約受付は福岡商工会議所経営相
　談部で行っています。

▶人材確保相談（予約制）
441-2169 482-1523

805-3814

　産学官共創推進室
〒819-0388　西区九大新町4-1
　805-3810
　https://next.isit.or.jp
bunseki@next-soudan.com

852-3455

　オープンイノベーション・ラボ
〒814-0001　早良区百道浜 2-1-22
　852-3453
　https://www.isit.or.jp/

　生活自立支援センター
〒810-0001 中央区天神1-4-2エルガーラオフィス棟 7階
　0120-17-3456　　732-1188
　732-1190　　9：00～17：00
　 土・日曜、祝日、12/29～1/3
　 https://jiritsu-support.fukuoka.jp/

　15歳以上の求職者を対象に、キャリ
アコンサルタントによる個別相談や、
求人企業の紹介などの、就職支援を
行っています。
　特に博多区では、49歳以下の人や保
護者などを対象に、臨床心理士による
個別相談を実施し、就労への一歩を踏
み出せない人を支援しています（専門
相談）。また、就職氷河期世代（おお
むね35～50歳）の人を対象に、専任の
相談員が支援を行っています。
　WEB会議システムを利用した、オンラ
イン相談も受け付けています（全窓口）。

711-1682

414-4680 414-4681 那珂 2-5-1

〒810-0072中央区長浜 3-11-3
711-0833 711-0834

中央区大名2-5-31 中央区役所1階

845-4680 845-4681 城南区鳥飼 6-1-18

博多区千代1-25-15

博多区中洲中島町4-12　FUCALAB 2-B号室
　 410-6155

411-4895

http://www.fukspc.com

http://fc-jigyoudan.org/syuro

▶就職支援
　保育士・保育所支援センターでは、
保育士資格を有し市内の保育所等へ
の就職を希望する人を対象に就職あっ
せんや、メール、オンライン等でも就職
相談を行っています。

▶市内の保育所等に勤務する人の相談窓口

保育士資格を有する人への就職・就労継続支援

（一社）安全衛生
人材開発協会

社会保険労務士会 博多区博多駅東 2-5-28
　 414-4864

メンタルヘルス
相談

就労に関する
悩み

9:00～19:00

火・木  12:00～18:00
第1土曜、第 3日曜  10:00～16:00

相談時間 相談内容所在地・電話

市社会福祉協議会生活福祉課
751-1121　   751-1509
9:00～17:00
土・日曜、祝日、12/29～1/3

▶貸付
　市内の保育所等に就職を希望する人
を対象に保育料の一部及び就職準備
金を貸し付けています（要件あり）。２
年間保育所等に勤務した場合は貸付
金の全額が返還免除になります。

人

〒810-0041　中央区大名2-6-11

事業承継相談

https://fukuoka-hikitsugi.go.jp/

▶福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
441-6922 441-6930

その他の窓口

経済観光文化局創業支援課

　高齢者に臨時的・短期的な仕事を紹
介します。利用・入会については、右の
各出張所へお問い合わせください。

シニア・ハローワークふくおか
⇨P.54、P.65

シニアお仕事ステーション
⇨P.54

　主に企業を対象とし、システム情報
技術やナノテクノロジーなどの分野にお
ける技術的な課題などに関する相談や
支援などを行っています。
▶システム情報技術などに関する相談
DXやAI、IoT、オープンデータ・ビッ
グデータやテレワークなどに関する
技術相談

▶分析・解析よろず相談「分析NEXT」
企業の製品開発等について分析機器
を活用したコンサルティングなどを
行っています。

　創業を目指す人や創業して間もない
人を対象にさまざまな支援事業を行っ
ています。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/life/shuurousoudan.html

https://fukuoka-ecc.jp

https://startupcafe.jp

10：00～22：00（年末年始を除く）
fukuoka@startupcafe.jp

https://www.city.fukuoka.lg.jp/
business/startup/index.html

⇨P.63

事務局

687-5342

月～土曜　（祝日・年末年始を除く）

▶雇用労働相談センター
　創業間もない企業や海外からの進 
出企業の他、それらの企業で働く人を
対象に、弁護士が労務管理や労働契
約など、日本の雇用ルールについて具
体的事例に基づいた相談、助言サービ
ス等を提供します。相談は事前予約不
要で英語、中国語および韓国語にも対
応します（相談は無料）。 
　また、オンライン等による相談も可
能です。 

https://www.fcf.or.jp

▶金融相談、受発注相談（予約制）

441-5706

hoiku-kyujin-kyushoku@city.fukuoka.lg.jp

シルバー人材センター窓口一覧

仕
事
・
経
営
支
援

仕
事
・
経
営
支
援
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　 Fukuoka Growth Next
〒810-0041　中央区大名2-6-11
　080-8375-8609
　https://growth-next.com
　 contact@growth-next.com

　グローバルスタートアップセンター
〒810-0041　中央区大名2-6-11
　080-3940-9455
　https://startupcafe.jp/global-
　startup-center-ja/
　global@startupcafe.jp 
月～金曜 12：00～19：00
土・日曜　 13：00～18：00
（祝日・年末年始を除く）

　中小企業者を対象とした経営相談・
診断や事業資金の融資の相談などを
実施しています。
　詳しくは各担当窓口までお問い合わ
せください。

　生活や仕事にお困りの人を対象に、仕
事探しや就職に向けた支援を行います。
履歴書等の作成指導やニーズに応じた職
業紹介、面接対策等の支援を行います。

※予約受付は福岡商工会議所経営相
　談部で行っています。

従業員の福利厚生

シルバー人材センター

733-5748

▶スタートアップ支援施設
　Fukuoka Growth Next
　（フクオカグロースネクスト）
　スタートアップ企業の更なる成長や
中小企業の第二創業促進を図るため、
育成・投資プログラムの実施やコミュニ
ティ形成などの支援を行います。

▶スタートアップカフェ
　誰でも入りやすい「敷居の低い」空
間で、創業に関する相談、情報提供や
人材マッチング支援（スタートアップ人
材マッチングセンター）、開業手続きに
関する申請や相談（開業ワンストップセ
ンター）、セミナー、勉強会、交流会の
開催など、創業から人材確保までのワ
ンストップ支援を行います。オンライン
での相談も可能です。

▶グローバルスタートアップセンター
　海外ビジネスを考えている企業を対
象に、海外とのビジネスに関する相談
や情報提供、セミナー・勉強会の開催
などの支援を行う専用相談窓口です。
スタートアップカフェ内に設置していま
す。

〒810-0041　中央区大名2-6-11

経営相談・融資・人材確保

生活困窮者への就労支援

技術相談窓口

※予約受付は福岡商工会議所経営相
　談部で行っています。

▶人材確保相談（予約制）
441-2169 482-1523

805-3814

　産学官共創推進室
〒819-0388　西区九大新町4-1
　805-3810
　https://next.isit.or.jp
bunseki@next-soudan.com

852-3455

　オープンイノベーション・ラボ
〒814-0001　早良区百道浜 2-1-22
　852-3453
　https://www.isit.or.jp/

　生活自立支援センター
〒810-0001 中央区天神1-4-2エルガーラオフィス棟 7階
　0120-17-3456　　732-1188
　732-1190　　9：00～17：00
　 土・日曜、祝日、12/29～1/3
　 https://jiritsu-support.fukuoka.jp/

　15歳以上の求職者を対象に、キャリ
アコンサルタントによる個別相談や、
求人企業の紹介などの、就職支援を
行っています。
　特に博多区では、49歳以下の人や保
護者などを対象に、臨床心理士による
個別相談を実施し、就労への一歩を踏
み出せない人を支援しています（専門
相談）。また、就職氷河期世代（おお
むね35～50歳）の人を対象に、専任の
相談員が支援を行っています。
　WEB会議システムを利用した、オンラ
イン相談も受け付けています（全窓口）。

711-1682

414-4680 414-4681 那珂 2-5-1

〒810-0072中央区長浜 3-11-3
711-0833 711-0834

中央区大名2-5-31 中央区役所1階

845-4680 845-4681 城南区鳥飼 6-1-18
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博多区中洲中島町4-12　FUCALAB 2-B号室
　 410-6155
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http://www.fukspc.com

http://fc-jigyoudan.org/syuro

▶就職支援
　保育士・保育所支援センターでは、
保育士資格を有し市内の保育所等へ
の就職を希望する人を対象に就職あっ
せんや、メール、オンライン等でも就職
相談を行っています。

▶市内の保育所等に勤務する人の相談窓口

保育士資格を有する人への就職・就労継続支援

（一社）安全衛生
人材開発協会

社会保険労務士会 博多区博多駅東 2-5-28
　 414-4864

メンタルヘルス
相談

就労に関する
悩み

9:00～19:00

火・木  12:00～18:00
第1土曜、第 3日曜  10:00～16:00

相談時間 相談内容所在地・電話

市社会福祉協議会生活福祉課
751-1121　   751-1509
9:00～17:00
土・日曜、祝日、12/29～1/3

▶貸付
　市内の保育所等に就職を希望する人
を対象に保育料の一部及び就職準備
金を貸し付けています（要件あり）。２
年間保育所等に勤務した場合は貸付
金の全額が返還免除になります。

人

〒810-0041　中央区大名2-6-11

事業承継相談

https://fukuoka-hikitsugi.go.jp/

▶福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
441-6922 441-6930

その他の窓口

経済観光文化局創業支援課

　高齢者に臨時的・短期的な仕事を紹
介します。利用・入会については、右の
各出張所へお問い合わせください。

シニア・ハローワークふくおか
⇨P.54、P.65

シニアお仕事ステーション
⇨P.54

　主に企業を対象とし、システム情報
技術やナノテクノロジーなどの分野にお
ける技術的な課題などに関する相談や
支援などを行っています。
▶システム情報技術などに関する相談
DXやAI、IoT、オープンデータ・ビッ
グデータやテレワークなどに関する
技術相談

▶分析・解析よろず相談「分析NEXT」
企業の製品開発等について分析機器
を活用したコンサルティングなどを
行っています。

　創業を目指す人や創業して間もない
人を対象にさまざまな支援事業を行っ
ています。
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https://fukuoka-ecc.jp
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事務局

687-5342

月～土曜　（祝日・年末年始を除く）

▶雇用労働相談センター
　創業間もない企業や海外からの進 
出企業の他、それらの企業で働く人を
対象に、弁護士が労務管理や労働契
約など、日本の雇用ルールについて具
体的事例に基づいた相談、助言サービ
ス等を提供します。相談は事前予約不
要で英語、中国語および韓国語にも対
応します（相談は無料）。 
　また、オンライン等による相談も可
能です。 

https://www.fcf.or.jp

▶金融相談、受発注相談（予約制）
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