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北九州市の主な相談窓口の案内

(いずれも無料相談です。 )

人権法律相談

人権、金銭、土地、家屋、親族問題等に関する相談

■市内各地域交流センターでの弁護士相談（ 無料・ 予約制）
市内9 館の地域交流センターにて順番に実施しています。

具体的な相談日及び相談場所は各地域交流センターまたは同和対策課（ 582-2440） に

お問い合わせください。

<各地域交流センター>

新門司 481-4599 山 田 581-4159 蜷 田 961-0964

下富野 521-3266 北 方 931-6594  楠 橋 617-0308

貴 船 921-5303 徳 力 961-0175 木屋瀬 617-7980

※予約制。相談日の前日（ 土・ 日・ 祝日にあたる場合はその前日） 及び当日、午前9 時から
相談会場となる各地域交流センターで、電話で先着順に受付。

安全・ 安心相談

■交通事故相談（ 前日までの予約制） 電話: 582-2511

交通事故による賠償問題などに関する相談

市役所2 階 安全・ 安心相談センター 月～金 9:00～16 :00

○巡回交通事故相談（ 前日までの予約制） 電話 582-2511

予約受付時間 9:00～15 :30

小倉北区を除く各区役所で巡回相談を実施しています。

詳細はお問い合わせください。

※予約がない場合は相談をお受けできませんのでご注意ください。

■民事介入暴力相談 電話 582-2140

債権処理、男女問題、工事などへの民事介入暴力に関する相談

市役所2 階 安全・ 安心相談センター 月～金 9:00～16 :00

○弁護士相談（ 無料・ 予約制）
民事介入暴力相談を受けた方の中から

毎月第4 金曜日 13:00～15 :00

市役所2 階 安全・ 安心相談センター

※相談日は変更になることがあります。事前にお問い合わせください。
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■犯罪被害者相談（ 北九州窓口） 電話 582-2796

犯罪被害に関する相談

月～金 電話相談 9:00～16 :00

※ 「 福岡犯罪被害者総合サポートセンター」 が相談に応じます。

■性暴力被害者相談 電話 (092)  762-0799

性暴力被害に関する相談

電話相談 24 時間・ 365 日受付（ 年中無休）

※ 「 性暴力被害者支援センター・ ふくおか」 が相談に応じます。

■安全・ 安心総合相談ダイヤル 電話 ♯ 7374 (582-2428)
日常生活の中での安全・ 安心や、道路破損など生活環境に関し、どこに相談していいか分

からない案件について、相談に応じます。

月～金 9:00～16 :00

ムーブ・ レディス無料相談

■男女共同参画センター・ ムーブ 電話 583-5197

第2 火曜日 13:00～15 :00

第3 土曜日 13:00～15 :00

第4 水曜日 18:00～20 :00

夫婦、セクシュアルハラスメント、ＤＶ（ 配偶者等からの暴力）、労働などについての弁

護士による面接相談。

電話予約制。受付日は市政だよりに掲載。

受付時間は10 時から 13 時まで。定員4 人（ 抽選）。

※相談日は変更になることがあります。事前にお問い合わせください。

■ レディスもじ（ 女性のみ） 電話 371-4649

第2 木曜日 18:00～20 :00

■ レディスやはた（ 女性のみ） 電話 661-1122

第2 木曜日 18:00～20 :0０

夫婦、相続、金銭、不動産、労働などについての弁護士による面接相談。

電話予約制。

受付日は市政だよりに掲載。受付時間は9 時から 12 時まで。定員4 人（ 調整）。

※相談日が祝日のときは変更になることがあります。事前にお問い合わせください。
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消費生活相談

訪問販売、電話勧誘、架空請求、多重債務など契約や消費生活に関する疑問やトラブルなどの相談

市立消費生活センター 電話 861-0999

月～土 8:30～16 :45  ( 第3 土曜日は8:30～13 :00 )

門司相談窓口 電話 331-8383    月～金 8:30～16:45

(面談による相談は、火・ 金曜日、他の曜日の電話は戸畑へ転送。）

小倉北相談窓口 電話 582-4500     月～金 8:30～16:45

小倉南相談窓口 電話 951-3610    月～金 8:30～16:45  

若松相談窓口 電話 761-5511 月～金 8:30～16 :45

（ 面談による相談は、木曜日、他の曜日の電話は戸畑へ転送。）

八幡東相談窓口 電話 671-3370      月～金 8:30～16 :45  

（ 面談による相談は、水曜日、他の曜日の電話は戸畑へ転送。）

八幡西相談窓口 電話 641-9782 月～金 8:30～16 :45

■弁護士・ 司法書士による無料法律相談
消費問題・ 多重債務問題 事前予約制（ 詳細は上記の最寄りの窓口へ）

■消費者ホットライン（ 全国共通電話番号 188（ いやや！））

高齢者・ 障害者あんしん法律相談

支援が必要な高齢者、障害のある人及びその家族が抱える相続・ 借金などの民事・ 刑事

上の法律に関わる相談。弁護士が応じます（ 無料）。

各区役所保健福祉課 第3 木曜日 13:00～17:00

（ 開催日の3 日前までに申込が必要。詳細は下記電話番号へ）

門司区 321-4800 小倉北区 582-3430

小倉南区 952-4800 若松区 751-4800

八幡東区 671-4800       八幡西区 64５-4800

戸畑区 881-4800
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人権相談窓口

保健福祉局人権文化推進課では、人権に関する相談の窓口を設けています。

いじめ、体罰、同和問題、女性問題、障害者問題、家庭内の問題など人権に関する相談に、専門の

相談員2人が応じます。

相談員は北九州人権擁護委員協議会の人権擁護委員にお願いしています。

また、相談の内容について相談員が外部に知らせたり漏らしたりすることはありませんので安心

してご相談ください。

人権相談の相談受付は人権文化推進課に来られても、電話によってもどちらでもできます。

人権文化推進課に来られた場合は個人相談室を別に設けておりますので安心して相談できます。

電話による相談の場合は

相談専用電話 093-562-5088

相談時間

8時30分～17時 （ 土曜日・ 日曜日・ 祝日及び年末年始を除く ）

保健福祉局人権文化推進課の場所

住所

〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル（ ムーブ） 8階
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◎ 行政相談委員による行政相談所(総務省九州管区行政評価局)開設日程（ 平成30年度）

行政相談委員は、社会的な信望があり、行政運営の改善について理解と熱意のある人の中から総

務大臣が委嘱するものです。地域での身近な相談相手として、行政サービスに関する相談や行政の

仕組み、手続き等に関する相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの仕事を

無報酬で行っています。各区の相談日程は、下記のとおりです。

「 地域社会に寄り添って一人ひとりの声を聞く 」

市町村名 開設場所 開設日 時間

門司区
門司区役所
2階　会議室

毎月第2水曜日 13： 00～16： 00

小倉北区役所
東棟5階　相談室

毎月第4月曜日
［ 9月は10日（ 月） 、
　 12月は17日（ 月） ］

13： 00～16： 00

北小倉市民センター
小会議室

10月17日(水) 9： 00～16： 00

小倉南区
小倉南区役所
特B会議室

毎月第2木曜日 10： 00～15： 00

若松区
若松区役所
（ 部屋は月ごとに異なる）

毎月第4木曜日 10： 00～15： 00

八幡東区
八幡東区社会福祉センター
1階相談室

毎月第1・ 第3木曜日
［ 1、 5月は第3木曜日のみ、
3月は第1木曜日のみ］

13： 00～16： 00

八幡西区
八幡西区役所
総務企画課広報広聴係
相談室(コムシティ 4階)

毎月第2・ 第4木曜日 10： 00～15： 00

戸畑区
戸畑区役所
1階　会議室

毎月第2水曜日 13： 00～16： 00

小倉北区

　北九州地区(北九州市)

き く み み 福 岡

行政相談マスコットキャラクター

キク―ン


