
平成28年4月から支所の
業務内容が変わります

 支所業務のご案内



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

支所業務のご案内 index 

後期高齢者医療制度       ８ 

国民健康保険          ６ 

国民年金           １０ 

子育て・教育         １１ 

健康             １６ 

生活環境           １８ 

水道・下水道         １９ 

農林水産業          ２１ 

市営住宅           ２３ 

市有施設           ２４ 

福祉             １４ 

その他            ２６ 

ごみ・リサイクル       １７ 

市の木：イチョウ 

市の花：サクラ 

この冊子には、再編前の支所で取り扱っている主な業務について、 

再編後の手続き場所や手続きの方法などを掲載しています。 

掲載されていない事務、手続き等については、連絡先案内に掲載して

いる各担当部署までお問い合わせください。担当部署が不明な場合は、

市役所代表番号（☎24-3151）までお問い合わせください。 

 なお、各課等の配置場所は都合により変更となる場合があります。 

お越しの際は、庁舎内の案内表示でご確認ください。 

暮らしの手続き         １ 

市税              ４ 

連絡先案内          ２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

支所の組織体制は、従来の「課・係体制」を見直し、「グループ制」を導入しま

す。これにより、例えば、戸籍に関する届出や住民異動に関する届出と、それに

関連する国民健康保険関係の手続きを一括して処理することなどが可能となりま

す。 

さらに、業務の繁忙に合わせて適切かつ柔軟に人員配置を行うなど、効率的に

業務を遂行します。 

 
≪主な担当業務≫ 

・消防及び防災に関すること 

・地域振興に関すること 

・町（村）内自治会との連絡調整 

・農業の振興に関すること 

・地域農業再生協議会に関すること 

・農業委員会に関すること 

 

 

 
≪主な担当業務≫ 

・住民異動に関すること 

・戸籍に関すること 

・住民票、印鑑証明等の交付 

・市税、国民健康保険税等の収納 

・住民異動に関連する国民健康保険、

後期高齢者医療の手続き 

・住民異動に関連する児童手当、子ど

もの医療費助成の手続き 

○○支所 

総務・地域振興グループ 市民サービスグループ 

佐賀市では、市町村合併後、それまでの旧町村役場を支所として設置しています。

 今回、合併当時の約束事である合併協定に基づき、支所のあり方について様々な

視点から検討を行った結果、現時点では支所の統廃合は行わないこととなりまし

た。 

一方で、より効率的に業務を進めるため、一部の業務を本庁に集約するとともに、

組織体制の縮小を図ることとし、その再編内容については、地域の方々や関係各位

のご意見を踏まえ、とりまとめたところです。 

このようなことから、平成２８年４月から支所における業務内容が大きく変わり

ます。 

市民の皆さんにとって身近な手続きが、再編によってどのように変わるのか、手

続きの場所や方法について、本冊子に取りまとめましたので、ご活用ください。 

支所の組織体制について 

支所の再編について 
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各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●転入届
●転出届
●転居届
●世帯主変更届

住民異動に関すること

●出生届
●死亡届
●婚姻届
●離婚届
●転籍届
●入籍届
●その他戸籍に関する届出

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

●印鑑登録
●印鑑登録証明書の交付

◎毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施しています。

◎埋火葬許可書および火葬場使用許可書については、各支所（市民サービスグループ）および本庁で交付を行います。
◎毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施しています。
◎夜間、休日、祝日等の閉庁日は、本庁の時間外受付（庁舎西玄関横）のみで受け付けています。

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

【通知カード・マイナンバーカード（個人番号カード）共通】
　●住民異動届に伴う記載事項変更届　※1
　●返納届
【マイナンバーカード（個人番号カード）】
　●住民異動届に伴う暗証番号設定　※1

マイナンバーに関すること

各支所と本庁で受け付けます各支所と本庁で受け付けます

各支所と本庁で受け付けます

【通知カード・マイナンバーカード（個人番号カード）共通】
　●再交付申請
　●紛失届
【マイナンバーカード（個人番号カード）】
　●カードの交付
　●暗証番号の変更、暗証番号再設定

本庁で受け付けます

　市民生活課　住基整備係　☎ 40-7082～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　市民生活課　戸籍係　☎ 40-7084　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）住民異動届と同時の場合のみ、各支所（市民サービスグループ）でも受け付けが可能です。
※2）毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施してい 

　 ます。

本庁
（1階）市民生活課　※2

本庁
（1階）市民生活課

※2

各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

印鑑登録等

手続きの種類 手続きができる場所

各支所と本庁で受け付けます

戸籍の届出
手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民票の写し
●住民票記載事項証明書
●戸籍（謄本・抄本）
●除籍・改製原戸籍（謄本・抄本）　など

戸籍、住民票の写し等の交付

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）市民生活課

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

暮らしの手続き 暮らしの手続き
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各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●転入届
●転出届
●転居届
●世帯主変更届

住民異動に関すること

●出生届
●死亡届
●婚姻届
●離婚届
●転籍届
●入籍届
●その他戸籍に関する届出

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

●印鑑登録
●印鑑登録証明書の交付

◎毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施しています。

◎埋火葬許可書および火葬場使用許可書については、各支所（市民サービスグループ）および本庁で交付を行います。
◎毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施しています。
◎夜間、休日、祝日等の閉庁日は、本庁の時間外受付（庁舎西玄関横）のみで受け付けています。

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

【通知カード・マイナンバーカード（個人番号カード）共通】
　●住民異動届に伴う記載事項変更届　※1
　●返納届
【マイナンバーカード（個人番号カード）】
　●住民異動届に伴う暗証番号設定　※1

マイナンバーに関すること

各支所と本庁で受け付けます各支所と本庁で受け付けます

各支所と本庁で受け付けます

【通知カード・マイナンバーカード（個人番号カード）共通】
　●再交付申請
　●紛失届
【マイナンバーカード（個人番号カード）】
　●カードの交付
　●暗証番号の変更、暗証番号再設定

本庁で受け付けます

　市民生活課　住基整備係　☎ 40-7082～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　市民生活課　戸籍係　☎ 40-7084　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）住民異動届と同時の場合のみ、各支所（市民サービスグループ）でも受け付けが可能です。
※2）毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施してい 

　 ます。

本庁
（1階）市民生活課　※2

本庁
（1階）市民生活課

※2

各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

印鑑登録等

手続きの種類 手続きができる場所

各支所と本庁で受け付けます

戸籍の届出
手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民票の写し
●住民票記載事項証明書
●戸籍（謄本・抄本）
●除籍・改製原戸籍（謄本・抄本）　など

戸籍、住民票の写し等の交付

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）市民生活課

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

暮らしの手続き 暮らしの手続き
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本庁
（3階）市民税課

※申告時期には、本庁および各支所に臨時の申告会場を設置します。支所では、臨時の申告会場以外での市県民税申
告の受け付けは行いません。

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●所得・課税証明書
●納税証明書　※1
●固定資産税（評価・公課）証明書
●名寄帳
●無資産証明書
●事業所証明書
●完納証明書（滞納のない証明書）

税務証明書の交付

●滞納処分を受けたことがないことの証明書
●酒類小売業免許申請用証明
●狩猟税申告用証明
●住宅用家屋証明書
●課税台帳に登録されていないことの証明　など

手続きの種類 手続きができる場所

市県民税に関すること 

各支所と本庁で受け付けます

本庁で受け付けます

●個人市県民税の申告　※
●課税内容等に関する問い合わせ

本庁で受け付けます

　市民税課　個人市民税係　☎ 40-7062　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　市民税課　諸税係　☎ 40-7064　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁（3階）市民税課

本庁（3階）市民税課

各支所
市民サービスグループ

　本庁　※2
（1階）市民生活課

税務証明書の交付

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●車検用納税証明書

軽自動車税に関すること

各支所と本庁で交付します

本庁
（3階）市民税課

●登録（標識交付）、廃車、変更の手続き　※
●減免申請

本庁で受け付けます

※市役所で登録（標識交付）、廃車、変更の手続きができるのは、原動機付自転車（125cc以下または1.0kw以下）お
よび小型特殊自動車（農耕用等）です。

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　市民税課　諸税係　☎ 40-7064　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※１）車検用納税証明書については、Ｐ4「軽自動車税に関すること」をご覧ください。
※2）毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施してい
　 ます。

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●身分証明書
●独身証明書
●住居表示証明書
●不在籍証明書
●受理証明書

身分証明等の交付

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）市民生活課

◎毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施しています。

暮らしの手続き暮らしの手続き 市税
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本庁
（3階）市民税課

※申告時期には、本庁および各支所に臨時の申告会場を設置します。支所では、臨時の申告会場以外での市県民税申
告の受け付けは行いません。

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●所得・課税証明書
●納税証明書　※1
●固定資産税（評価・公課）証明書
●名寄帳
●無資産証明書
●事業所証明書
●完納証明書（滞納のない証明書）

税務証明書の交付

●滞納処分を受けたことがないことの証明書
●酒類小売業免許申請用証明
●狩猟税申告用証明
●住宅用家屋証明書
●課税台帳に登録されていないことの証明　など

手続きの種類 手続きができる場所

市県民税に関すること 

各支所と本庁で受け付けます

本庁で受け付けます

●個人市県民税の申告　※
●課税内容等に関する問い合わせ

本庁で受け付けます

　市民税課　個人市民税係　☎ 40-7062　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　市民税課　諸税係　☎ 40-7064　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁（3階）市民税課

本庁（3階）市民税課

各支所
市民サービスグループ

　本庁　※2
（1階）市民生活課

税務証明書の交付

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●車検用納税証明書

軽自動車税に関すること

各支所と本庁で交付します

本庁
（3階）市民税課

●登録（標識交付）、廃車、変更の手続き　※
●減免申請

本庁で受け付けます

※市役所で登録（標識交付）、廃車、変更の手続きができるのは、原動機付自転車（125cc以下または1.0kw以下）お
よび小型特殊自動車（農耕用等）です。

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　市民税課　諸税係　☎ 40-7064　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※１）車検用納税証明書については、Ｐ4「軽自動車税に関すること」をご覧ください。
※2）毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施してい
　 ます。

　市民生活課　窓口係　☎ 40-7081～7083　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●身分証明書
●独身証明書
●住居表示証明書
●不在籍証明書
●受理証明書

身分証明等の交付

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）市民生活課

◎毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）は、本庁の総合窓口のみで実施しています。

暮らしの手続き暮らしの手続き 市税
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本庁
（3階）資産税課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。
◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●市税の納付　※1
●納付書の再交付　※2
●口座振替依頼書

固定資産税・都市計画税に関すること

●減免申請
●住所変更、納付書の発送先の届出
●償却資産の申告
●地番図・家屋図の交付

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●出産育児一時金
　●葬祭費
　●限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費
　●高齢受給者証

本庁で受け付けます

　保険年金課　給付係　☎ 40-7271　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

各支所
市民サービスグループ

本庁
（3階）納税課　※3

●固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
（縦覧期間内４月１日～固定資産税第１期納期限まで）
　※2

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

本庁
（3階）資産税課

市税の納付に関すること
手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●職場の健康保険に加入したとき、または資格を喪失
　したときの手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

　納税課　☎ 40-7075～7076　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　資産税課　土地係、家屋係　　☎ 40-7070～7071　FAX 25-5408
　　　　　　管理・償却資産係　☎ 40-7073　　        FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認等については、
　本庁・資産税課からご連絡します。
※2）縦覧期間以外の固定資産課税台帳の閲覧は、本庁・資産税課までお越しください。
　　課税内容に関することは、本庁・資産税課までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・納税課までご連絡ください。
※2）支所で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）納税に関する相談は、本庁・納税課までご連絡ください。本庁・納税課では、開庁時間以外でも、毎週火曜日（～
　19時）、第4火曜日（～20時）、第1日曜日（9時～16時）に納税相談を実施しています。変更になる場合もありま
　すので、事前にお問い合わせください。

※1}

市税 国民健康保険
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本庁
（3階）資産税課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。
◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

手続きの種類 手続きができる場所

●市税の納付　※1
●納付書の再交付　※2
●口座振替依頼書

固定資産税・都市計画税に関すること

●減免申請
●住所変更、納付書の発送先の届出
●償却資産の申告
●地番図・家屋図の交付

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●出産育児一時金
　●葬祭費
　●限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費
　●高齢受給者証

本庁で受け付けます

　保険年金課　給付係　☎ 40-7271　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

各支所
市民サービスグループ

本庁
（3階）納税課　※3

●固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
（縦覧期間内４月１日～固定資産税第１期納期限まで）
　※2

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

本庁
（3階）資産税課

市税の納付に関すること
手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●職場の健康保険に加入したとき、または資格を喪失
　したときの手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

　納税課　☎ 40-7075～7076　FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　資産税課　土地係、家屋係　　☎ 40-7070～7071　FAX 25-5408
　　　　　　管理・償却資産係　☎ 40-7073　　        FAX 25-5408

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認等については、
　本庁・資産税課からご連絡します。
※2）縦覧期間以外の固定資産課税台帳の閲覧は、本庁・資産税課までお越しください。
　　課税内容に関することは、本庁・資産税課までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・納税課までご連絡ください。
※2）支所で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）納税に関する相談は、本庁・納税課までご連絡ください。本庁・納税課では、開庁時間以外でも、毎週火曜日（～
　19時）、第4火曜日（～20時）、第1日曜日（9時～16時）に納税相談を実施しています。変更になる場合もありま
　すので、事前にお問い合わせください。

※1}

市税 国民健康保険
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険税に関すること

①保険税の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●葬祭費
　●限度額適用・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費

本庁で受け付けます

　保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

⑤納税相談および短期証更新
⑥納税証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

人間ドックの助成

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●障害認定に伴う手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

　①～⑤に関すること…保険年金課　国保税二係　☎ 40-7273　FAX 40-7390
　⑥・⑦に関すること…保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。
　　また、第4火曜日（～20時）は納税相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合わせくだ

　さい。

◎人間ドックの助成に関しては、本庁・保険年金課　保険企画係（☎40-7270  FAX 40-7390）までお問い合わせく
ださい。

国民健康保険 後期高齢者医療制度
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

◎申請される人によって添付する書類等が異なる場合があるため、書類の提出は、直接、本庁・保険年金課へお願いし
ます。

◎本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険税に関すること

①保険税の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

加入・喪失に関すること

本庁で受け付けます

各種申請
　●療養費
　●高額療養費
　●葬祭費
　●限度額適用・標準負担額減額認定証
　●入院時食事（生活）療養費標準負担額差額支給
　●はり、きゅう、あん摩等施設利用証
　●第三者求償にかかる被害届
　●特定疾病療養受療証
　●高額介護合算療養費

本庁で受け付けます

　保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）保険年金課

⑤納税相談および短期証更新
⑥納税証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

人間ドックの助成

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

給付に関すること

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保険年金課

本庁
（1階）保険年金課

●障害認定に伴う手続き
●被保険者証の再交付

本庁で受け付けます

　①～⑤に関すること…保険年金課　国保税二係　☎ 40-7273　FAX 40-7390
　⑥・⑦に関すること…保険年金課　国保税一係　☎ 40-7272　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。
　　また、第4火曜日（～20時）は納税相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合わせくだ

　さい。

◎人間ドックの助成に関しては、本庁・保険年金課　保険企画係（☎40-7270  FAX 40-7390）までお問い合わせく
ださい。

国民健康保険 後期高齢者医療制度
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

※1）障害基礎年金（20歳前疾病）定時届については、郵送による提出も可能です。
※2）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険料に関すること

①保険料の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

国民年金に関すること

本庁で受け付けます

　保険年金課　国民年金係　☎ 40-7275　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

⑤納付相談および短期証更新
⑥保険料納付証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

各支所と本庁で受け付けます

　　本庁　※2
（1階）保険年金課

　　本庁　※2
（1階）保険年金課

各種申請、届出および相談
　●資格異動届
　●年金保険料の免除・納付猶予申請
　●各種年金の請求
　●受給者の死亡による未支給年金請求
　●障害基礎年金（20歳前疾病）定時届　※1
　●その他の国民年金に関する諸届出

本庁で受け付けます

　①～④、⑥・⑦に関すること…保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390
　⑤に関すること…………………保険年金課　国保税二係　　　　☎ 40-7273　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施していま
　 す。また、第4火曜日（～20時）は納付相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合
　わせください。

後期高齢者医療制度 国民年金
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　　本庁　※4
（1階）保険年金課

※1）障害基礎年金（20歳前疾病）定時届については、郵送による提出も可能です。
※2）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

保険料に関すること

①保険料の納付　　　※1
②納付書の再交付　　※2
③納付確認票（確定申告用）の交付　　※3
④口座振替依頼書

手続きの種類 手続きができる場所

国民年金に関すること

本庁で受け付けます

　保険年金課　国民年金係　☎ 40-7275　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

⑤納付相談および短期証更新
⑥保険料納付証明書の交付
⑦軽減・減免申請

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※4
（1階）保険年金課

各支所
市民サービスグループ

●住民異動に伴う手続き

各支所と本庁で受け付けます

　　本庁　※2
（1階）保険年金課

　　本庁　※2
（1階）保険年金課

各種申請、届出および相談
　●資格異動届
　●年金保険料の免除・納付猶予申請
　●各種年金の請求
　●受給者の死亡による未支給年金請求
　●障害基礎年金（20歳前疾病）定時届　※1
　●その他の国民年金に関する諸届出

本庁で受け付けます

　①～④、⑥・⑦に関すること…保険年金課　後期高齢者医療係　☎ 40-7274　FAX 40-7390
　⑤に関すること…………………保険年金課　国保税二係　　　　☎ 40-7273　FAX 40-7390

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）過年度分の納付は、本庁・保険年金課までご連絡ください。
※2）各支所（市民サービスグループ）で交付できる納付書は、現年度分に限ります。
※3）各支所（市民サービスグループ）での納付確認票の再交付は、納付額確定以降（通常1月中旬）となります。
※4）本庁・保険年金課では、毎週火曜日の延長窓口（～19時）と日曜窓口（9時～12時、13時～16時）を実施していま
　 す。また、第4火曜日（～20時）は納付相談を実施しています。変更になる場合もありますので、事前にお問い合
　わせください。

後期高齢者医療制度 国民年金
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本庁　（1階）福祉総務課　※2

子育て・教育 子育て・教育

手続きの種類 手続きができる場所

児童手当に関すること

●転入、戸籍届出（出生等）に伴う認定請求
●振込先口座の変更等の各種届出
●転出に伴う手続き

手続きの種類 手続きができる場所

ひとり親家庭等医療費助成制度に関すること 

本庁で受け付けます

　福祉総務課　母子福祉係　☎ 40-7252　FAX 25-5440　

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

●現況届（毎年６月）　※1

本庁　（1階）福祉総務課　※

本庁で受け付けます
●児童扶養手当に関する手続き全般

本庁　（1階）福祉総務課　※3
本庁で受け付けます
●医療費助成申請　※2

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※2
（1階）福祉総務課

本庁　（1階）福祉総務課　※2●ひとり親家庭等医療費助成制度に関する手続き全般　※1

本庁で受け付けます

手続きの種類 手続きができる場所

保育施設・幼稚園に関すること

　保育幼稚園課　保育幼稚園係　☎40-7286　FAX 40-7395

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所
市民サービスグループ

●保育料の納付（保育園のみ）※2

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保育幼稚園課

本庁　（1階）保育幼稚園課
●保育施設・幼稚園の案内および保育施設入所申し込み　
※1

本庁で受け付けます

※1）郵送による提出も可能です。また、各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。
　 なお、提出後の内容確認等については、本庁・福祉総務課からご連絡します。
※2）本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

子どもの医療費助成制度に関すること

●転入、戸籍届出（出生等）に伴う受給資格証
　交付申請
●受給資格証の再交付申請
●健康保険証、振込先口座等の変更届
●転出に伴う手続き

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※3
（1階）福祉総務課

手続きの種類 手続きができる場所

児童扶養手当に関すること

※本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

　福祉総務課　母子福祉係　☎ 40-7252　FAX 25-5440

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1}

※1）受給資格証は、後日本庁・福祉総務課から郵送することになりますので、申請からしばらく時間を要します。
※2）郵送による提出や各支所（市民サービスグループ）への提出も可能ですが、事前に申請書の記載と領収書の貼
　　り付けをお願いします。なお、不備がある場合は、本庁・福祉総務課からご連絡します。
※3）本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

※1）医療費の助成申請については、郵送による提出や各支所（市民サービスグループ）への提出も可能ですが、事
　前に申請書の記載と領収書の貼り付けをお願いします。なお、不備がある場合は、本庁・福祉総務課からご連絡
　します。
※2）本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

※1）市内保育施設・幼稚園の案内（パンフレット）及び保育施設の入所申込書については、各支所（市民サービスグル
　ープ）でも配布します。
※2）各支所（市民サービスグループ）で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。
　　過年度分の納付および納付のご相談は、本庁・保育幼稚園課までご連絡ください。
　　保育園以外の保育料は、各施設へのお支払いとなりますので、直接、各施設にお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

家庭児童相談および女性・ひとり親に関する相談

　こども家庭課内　家庭児童相談室　☎ 40-7254　FAX 40-7395

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁　（1階）家庭児童相談室　●家庭児童相談および女性・ひとり親に関する相談

本庁で受け付けます
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本庁　（1階）福祉総務課　※2

子育て・教育 子育て・教育

手続きの種類 手続きができる場所

児童手当に関すること

●転入、戸籍届出（出生等）に伴う認定請求
●振込先口座の変更等の各種届出
●転出に伴う手続き

手続きの種類 手続きができる場所

ひとり親家庭等医療費助成制度に関すること 

本庁で受け付けます

　福祉総務課　母子福祉係　☎ 40-7252　FAX 25-5440　

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

●現況届（毎年６月）　※1

本庁　（1階）福祉総務課　※

本庁で受け付けます
●児童扶養手当に関する手続き全般

本庁　（1階）福祉総務課　※3
本庁で受け付けます
●医療費助成申請　※2

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※2
（1階）福祉総務課

本庁　（1階）福祉総務課　※2●ひとり親家庭等医療費助成制度に関する手続き全般　※1

本庁で受け付けます

手続きの種類 手続きができる場所

保育施設・幼稚園に関すること

　保育幼稚園課　保育幼稚園係　☎40-7286　FAX 40-7395

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所
市民サービスグループ

●保育料の納付（保育園のみ）※2

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）保育幼稚園課

本庁　（1階）保育幼稚園課
●保育施設・幼稚園の案内および保育施設入所申し込み　
※1

本庁で受け付けます

※1）郵送による提出も可能です。また、各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。
　 なお、提出後の内容確認等については、本庁・福祉総務課からご連絡します。
※2）本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

手続きの種類 手続きができる場所

子どもの医療費助成制度に関すること

●転入、戸籍届出（出生等）に伴う受給資格証
　交付申請
●受給資格証の再交付申請
●健康保険証、振込先口座等の変更届
●転出に伴う手続き

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

　　本庁　※3
（1階）福祉総務課

手続きの種類 手続きができる場所

児童扶養手当に関すること

※本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

　福祉総務課　母子福祉係　☎ 40-7252　FAX 25-5440

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1}

※1）受給資格証は、後日本庁・福祉総務課から郵送することになりますので、申請からしばらく時間を要します。
※2）郵送による提出や各支所（市民サービスグループ）への提出も可能ですが、事前に申請書の記載と領収書の貼
　　り付けをお願いします。なお、不備がある場合は、本庁・福祉総務課からご連絡します。
※3）本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

※1）医療費の助成申請については、郵送による提出や各支所（市民サービスグループ）への提出も可能ですが、事
　前に申請書の記載と領収書の貼り付けをお願いします。なお、不備がある場合は、本庁・福祉総務課からご連絡
　します。
※2）本庁・福祉総務課では毎週火曜日に延長窓口（～19時）を実施しています。

※1）市内保育施設・幼稚園の案内（パンフレット）及び保育施設の入所申込書については、各支所（市民サービスグル
　ープ）でも配布します。
※2）各支所（市民サービスグループ）で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。
　　過年度分の納付および納付のご相談は、本庁・保育幼稚園課までご連絡ください。
　　保育園以外の保育料は、各施設へのお支払いとなりますので、直接、各施設にお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

家庭児童相談および女性・ひとり親に関する相談

　こども家庭課内　家庭児童相談室　☎ 40-7254　FAX 40-7395

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁　（1階）家庭児童相談室　●家庭児童相談および女性・ひとり親に関する相談

本庁で受け付けます
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大財別館　（2階）学事課

手続きの種類 手続きができる場所

小中学校に関すること

●転入、転出、転居に伴う転校の手続き　※1

本庁（大財別館）で受け付けます
●就学援助の相談および申請　※2
●通学費補助申請　※3

本庁　（1階）こども家庭課

本庁で受け付けます
●入会・退会・区分変更・減免申請　※

本庁　（1階）こども家庭課

本庁で受け付けます
●入会申し込み　※

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

※1）ケースによっては、教育委員会・学事課で手続きが必要となる場合があります。
※2）就学援助については、各学校でも相談、申請書の配布を行っています。
※3）通学費補助については、教育委員会・学事課にご相談ください。

手続きの種類 手続きができる場所

障がい児学童保育に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

放課後児童クラブに関すること

※新規入会の場合は、各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認
等については、本庁・こども家庭課からご連絡します。

　放課後児童クラブをご利用中の場合は、各児童クラブへの書類の提出が可能です。

　こども家庭課　こども育成係　☎ 40-7285　FAX 40-7395

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　学事課　学務係　☎ 40-7358　FAX 26-7378

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※各児童クラブにも書類の提出が可能です。

本庁
（1階）障がい福祉課

手続きの種類 手続きができる場所

障がい者福祉に関すること

本庁で受け付けます
【手帳に関すること】
　●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　　福祉手帳の交付申請　※1

※１）住所地変更に伴い必要となる手帳の記載変更（住所・氏名）は、各支所（市民サービスグループ）でも手続きが
　 可能です。
※2）郵送による提出も可能です。また、各支所（市民サービスグループ）でも記載済の助成申請書に限り提出が可能
　 です。なお、更新の手続きは、各支所（市民サービスグループ）でも受け付けます。
※3）更新の手続きは、各支所（市民サービスグループ）でも受け付けます。
※4）本庁までお越しいただくことが困難な場合は、事前にご連絡いただければ、本庁の担当職員が直接、支所等に
　出張します。

　障がい福祉課　☎ 40-7251・7255　FAX 25-5440

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

【手当に関すること】
　●特別児童扶養手当の交付申請
　●障害児福祉手当・特別障害者手当の交付申請

【医療に関すること】
　●重度心身障害者医療費の助成申請　※2
　●自立支援医療（更生医療・育成医療・精神医療）
　　の認定申請

【各種申請】
　●福祉タクシー利用助成　※3
　●補装具費
　●日常生活用具
　●パーキングパーミット
　●認知症、寝たきりの場合などの障害者控除認定

【その他障がい者福祉に関する相談・支援】　※4

手続きの種類 手続きができる場所

生活保護に関すること

　生活福祉課　☎ 40-7259～7263　FAX 24-2866

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所
市民サービスグループ

●医療券（診療依頼書）

各支所と本庁で交付します

本庁
（1階）生活福祉課

本庁　（1階）生活福祉課●生活保護に関する相談

本庁で受け付けます

子育て・教育 福祉
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大財別館　（2階）学事課

手続きの種類 手続きができる場所

小中学校に関すること

●転入、転出、転居に伴う転校の手続き　※1

本庁（大財別館）で受け付けます
●就学援助の相談および申請　※2
●通学費補助申請　※3

本庁　（1階）こども家庭課

本庁で受け付けます
●入会・退会・区分変更・減免申請　※

本庁　（1階）こども家庭課

本庁で受け付けます
●入会申し込み　※

各支所と本庁で受け付けます

各支所
市民サービスグループ

本庁
（1階）市民生活課

※1）ケースによっては、教育委員会・学事課で手続きが必要となる場合があります。
※2）就学援助については、各学校でも相談、申請書の配布を行っています。
※3）通学費補助については、教育委員会・学事課にご相談ください。

手続きの種類 手続きができる場所

障がい児学童保育に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

放課後児童クラブに関すること

※新規入会の場合は、各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認
等については、本庁・こども家庭課からご連絡します。
　放課後児童クラブをご利用中の場合は、各児童クラブへの書類の提出が可能です。

　こども家庭課　こども育成係　☎ 40-7285　FAX 40-7395

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

　学事課　学務係　☎ 40-7358　FAX 26-7378

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※各児童クラブにも書類の提出が可能です。

本庁
（1階）障がい福祉課

手続きの種類 手続きができる場所

障がい者福祉に関すること

本庁で受け付けます
【手帳に関すること】
　●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　　福祉手帳の交付申請　※1

※１）住所地変更に伴い必要となる手帳の記載変更（住所・氏名）は、各支所（市民サービスグループ）でも手続きが
　 可能です。
※2）郵送による提出も可能です。また、各支所（市民サービスグループ）でも記載済の助成申請書に限り提出が可能
　 です。なお、更新の手続きは、各支所（市民サービスグループ）でも受け付けます。
※3）更新の手続きは、各支所（市民サービスグループ）でも受け付けます。
※4）本庁までお越しいただくことが困難な場合は、事前にご連絡いただければ、本庁の担当職員が直接、支所等に
　出張します。

　障がい福祉課　☎ 40-7251・7255　FAX 25-5440

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

【手当に関すること】
　●特別児童扶養手当の交付申請
　●障害児福祉手当・特別障害者手当の交付申請

【医療に関すること】
　●重度心身障害者医療費の助成申請　※2
　●自立支援医療（更生医療・育成医療・精神医療）
　　の認定申請

【各種申請】
　●福祉タクシー利用助成　※3
　●補装具費
　●日常生活用具
　●パーキングパーミット
　●認知症、寝たきりの場合などの障害者控除認定

【その他障がい者福祉に関する相談・支援】　※4

手続きの種類 手続きができる場所

生活保護に関すること

　生活福祉課　☎ 40-7259～7263　FAX 24-2866

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所
市民サービスグループ

●医療券（診療依頼書）

各支所と本庁で交付します

本庁
（1階）生活福祉課

本庁　（1階）生活福祉課●生活保護に関する相談

本庁で受け付けます

子育て・教育 福祉

14



手続きの種類 手続きができる場所

介護保険に関すること

　介護保険に関すること……高齢福祉課　地域包括支援係　☎ 40-7284　FAX 40-7393
　高齢者福祉に関すること…高齢福祉課　長寿推進係　　　☎ 40-7253　FAX 40-7393

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所
市民サービスグループ

●介護保険料の納付書再交付　※2
●納付確認書（確定申告用）の再交付
●高額介護（予防）サービス費給付に係る支給申請
●負担限度額認定申請
●負担割合証交付申請
●転入、転出、転居、死亡に伴う手続き
●被保険者証等再交付申請
●送付先（設定、解除、変更）届

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）高齢福祉課

本庁　（1階）高齢福祉課
●要介護認定申請
●介護保険に関する相談

本庁で受け付けます

※1）各支所（三瀬は保健センター）内にある「地域包括支援センター（おたっしゃ本舗）」で、申請代行の受付や相談
　 を行うことができます。

※2）各支所（市民サービスグループ）で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。介護保険料は、最寄りの金融
　 機関で納付をお願いします。

※1}

手続きの種類 手続きができる場所

高齢者福祉に関すること

各支所
市民サービスグループ

●高齢者バス優待乗車券（ワンコイン・シルバーパス券）
　の交付
●あん摩・はり・きゅう等施術券の交付

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）高齢福祉課

本庁
（1階）高齢福祉課

本庁
（1階）高齢福祉課

以下に関する問い合わせ、相談
●紙おむつ支給　　　●安否確認事業
●生活支援サービス　●軽度生活援助
●寝具洗濯乾燥消毒サービス
●日常生活用具（電磁調理器等）給付
●徘徊高齢者家族支援サービス
●元気アップ教室

●養護老人ホーム
●シルバーハウジング
●緊急通報システム
●パーキングパーミットの申請
●税の軽減に関すること（認知症、寝たきりの場合の
　障害者控除、おむつ代の医療費控除）
●その他高齢者福祉サービス

本庁で受け付けます

※各支所（三瀬は保健センター）内にある「地域包括支援センター（おたっしゃ本舗）」でも、相談支援を行います。

※}

手続きの種類 手続きができる場所

実施場所

母子の健康に関すること

●乳幼児健康相談
●１歳６か月児および３歳児健康診査

各支所と本庁（ほほえみ館）で実施します

各支所の施設
※2

ほほえみ館

ほほえみ館
（２階）健康づくり課

●母子健康手帳および妊婦健康診査受診票の交付
　（妊娠届出・転入の手続き）
●乳児一般健康診査受診票の交付（転入の場合）
●養育医療に関すること
●母子や育児に関する相談
●パーキングパーミットの申請

本庁（ほほえみ館）で受け付けます

　健康づくり課　母子保健係　☎ 40-7282　FAX 30-0115

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※１）乳幼児健康相談、１歳６か月児および３歳児健康診査の実施日程、実施場所については、市報さがまたは市ホー
　 ムページに掲載しています。

※2）大和町にお住まいのかたの1歳６か月児および３歳児健康診査は、ほほえみ館で実施しています。

※1}

成人の健康診査に関すること

予防接種に関すること

　健康づくり課　保健予防係　☎ 40-7281　FAX 30-0115

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

◎健（検）診内容、場所、料金、日程等は、佐賀市健康ガイドブック（旧健康カレンダー）または市ホームページに掲載
しています。

◎予防接種については、健康づくり課　母子保健係（☎ 40-7282　FAX 30-0115）までお問い合わせください。

実施内容

健康診査
（特定健診、がん検診等）

各支所の施設 ほほえみ館　健康づくり課
☎36-7570（予約専用）

佐賀県医師会成人病予防センター
☎31-8835佐賀県医師会成人病予防センター

各医療機関市内の健（検）診実施医療機関

実施場所 予約先

福祉 健康
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手続きの種類 手続きができる場所

介護保険に関すること

　介護保険に関すること……高齢福祉課　地域包括支援係　☎ 40-7284　FAX 40-7393
　高齢者福祉に関すること…高齢福祉課　長寿推進係　　　☎ 40-7253　FAX 40-7393

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所
市民サービスグループ

●介護保険料の納付書再交付　※2
●納付確認書（確定申告用）の再交付
●高額介護（予防）サービス費給付に係る支給申請
●負担限度額認定申請
●負担割合証交付申請
●転入、転出、転居、死亡に伴う手続き
●被保険者証等再交付申請
●送付先（設定、解除、変更）届

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）高齢福祉課

本庁　（1階）高齢福祉課
●要介護認定申請
●介護保険に関する相談

本庁で受け付けます

※1）各支所（三瀬は保健センター）内にある「地域包括支援センター（おたっしゃ本舗）」で、申請代行の受付や相談
　 を行うことができます。

※2）各支所（市民サービスグループ）で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。介護保険料は、最寄りの金融
　 機関で納付をお願いします。

※1}

手続きの種類 手続きができる場所

高齢者福祉に関すること

各支所
市民サービスグループ

●高齢者バス優待乗車券（ワンコイン・シルバーパス券）
　の交付
●あん摩・はり・きゅう等施術券の交付

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（1階）高齢福祉課

本庁
（1階）高齢福祉課

本庁
（1階）高齢福祉課

以下に関する問い合わせ、相談
●紙おむつ支給　　　●安否確認事業
●生活支援サービス　●軽度生活援助
●寝具洗濯乾燥消毒サービス
●日常生活用具（電磁調理器等）給付
●徘徊高齢者家族支援サービス
●元気アップ教室

●養護老人ホーム
●シルバーハウジング
●緊急通報システム
●パーキングパーミットの申請
●税の軽減に関すること（認知症、寝たきりの場合の
　障害者控除、おむつ代の医療費控除）
●その他高齢者福祉サービス

本庁で受け付けます

※各支所（三瀬は保健センター）内にある「地域包括支援センター（おたっしゃ本舗）」でも、相談支援を行います。

※}

手続きの種類 手続きができる場所

実施場所

母子の健康に関すること

●乳幼児健康相談
●１歳６か月児および３歳児健康診査

各支所と本庁（ほほえみ館）で実施します

各支所の施設
※2

ほほえみ館

ほほえみ館
（２階）健康づくり課

●母子健康手帳および妊婦健康診査受診票の交付
　（妊娠届出・転入の手続き）
●乳児一般健康診査受診票の交付（転入の場合）
●養育医療に関すること
●母子や育児に関する相談
●パーキングパーミットの申請

本庁（ほほえみ館）で受け付けます

　健康づくり課　母子保健係　☎ 40-7282　FAX 30-0115

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※１）乳幼児健康相談、１歳６か月児および３歳児健康診査の実施日程、実施場所については、市報さがまたは市ホー
　 ムページに掲載しています。

※2）大和町にお住まいのかたの1歳６か月児および３歳児健康診査は、ほほえみ館で実施しています。

※1}

成人の健康診査に関すること

予防接種に関すること

　健康づくり課　保健予防係　☎ 40-7281　FAX 30-0115

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

◎健（検）診内容、場所、料金、日程等は、佐賀市健康ガイドブック（旧健康カレンダー）または市ホームページに掲載
しています。

◎予防接種については、健康づくり課　母子保健係（☎ 40-7282　FAX 30-0115）までお問い合わせください。

実施内容

健康診査
（特定健診、がん検診等）

各支所の施設 ほほえみ館　健康づくり課
☎36-7570（予約専用）

佐賀県医師会成人病予防センター
☎31-8835佐賀県医師会成人病予防センター

各医療機関市内の健（検）診実施医療機関

実施場所 予約先

福祉 健康
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手続きの種類 手続きができる場所

ごみに関すること

①ごみの分別に関すること　　　※1
②ごみの持ち込みに関すること　※2

本庁（佐賀市清掃工場または旧清掃センター）で受け付けます

佐賀市清掃工場
循環型社会推進課

旧清掃センター
環境保全課

③ごみの収集に関すること
④ごみの不法投棄に関すること
⑤ごみステーションの設置・移動・廃止申請
⑥ボランティア清掃に関すること

　①・②に関すること…循環型社会推進課　☎ 30-2430　FAX 30-2494
　③～⑥に関すること…環境保全課　　　　☎ 30-2436　FAX 30-2439

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※１）ごみカレンダー・分別表については、各支所（市民サービスグループ）、本庁・総合窓口および環境政策課でも配
　布します。

※2）ごみの持ち込み先
　　・佐賀市清掃工場、佐賀市清掃工場南部中継所（☎45-7251）…佐賀市全域にお住まいの人が利用できます。
　　・脊振広域クリーンセンター（☎51-9010）…諸富町、三瀬地区、大和町、富士町にお住まいの人（大和町、富士町
　　にお住まいの人は家庭ごみのみ）が利用できます。

手続きの種類 手続きができる場所

補助金に関すること

①資源物回収奨励金の申請
②家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金の申請

本庁（佐賀市清掃工場または旧清掃センター）で受け付けます

佐賀市清掃工場
循環型社会推進課

旧清掃センター
環境保全課

③カラスネット購入費補助金の申請

　①・②に関すること…循環型社会推進課　☎ 30-2430　FAX 30-2494
　③に関すること………環境保全課　　　　☎ 30-2436　FAX 30-2439

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。なお、提出後の内容確認等につい
ては、循環型社会推進課からご連絡します。
①～③の申請は、本庁・環境政策課にも提出が可能です。

※}

手続きの種類 手続きができる場所

生活環境に関するお問い合わせ、相談

本庁
（4階）環境政策課

①犬、猫等に関すること
②衛生害虫（水路に発生したボウフラなど）
　に関すること

⑦空き地、空き家に関すること

③小動物の死がい回収に関すること（ペットは除く）
④野焼きに関すること
⑤騒音、振動、悪臭に関すること
⑥水質汚濁・土壌汚染に関すること（河川等における油
　流出など）

本庁（旧清掃センターを含む）で受け付けます

　①・②に関すること…環境政策課　生活環境係　　☎ 40-7200　FAX 26-5901
　③～⑥に関すること…環境保全課　　　　　　　　☎ 30-2436　FAX 30-2439
　⑦に関すること………建築指導課　空き家対策室　☎ 40-7174　FAX 40-7392（4月1日以降）

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

墓地、改葬に関すること

本庁　（4階）環境政策課
●墓地の経営許可申請（変更申請）
●改葬許可申請

本庁で受け付けます

　環境政策課　生活環境係　☎ 40-7200　FAX 26-5901

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

旧清掃センター
環境保全課

本庁
（5階）建築指導課

ごみ・リサイクル 生活環境
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手続きの種類 手続きができる場所

ごみに関すること

①ごみの分別に関すること　　　※1
②ごみの持ち込みに関すること　※2

本庁（佐賀市清掃工場または旧清掃センター）で受け付けます

佐賀市清掃工場
循環型社会推進課

旧清掃センター
環境保全課

③ごみの収集に関すること
④ごみの不法投棄に関すること
⑤ごみステーションの設置・移動・廃止申請
⑥ボランティア清掃に関すること

　①・②に関すること…循環型社会推進課　☎ 30-2430　FAX 30-2494
　③～⑥に関すること…環境保全課　　　　☎ 30-2436　FAX 30-2439

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※１）ごみカレンダー・分別表については、各支所（市民サービスグループ）、本庁・総合窓口および環境政策課でも配
　布します。
※2）ごみの持ち込み先
　　・佐賀市清掃工場、佐賀市清掃工場南部中継所（☎45-7251）…佐賀市全域にお住まいの人が利用できます。
　　・脊振広域クリーンセンター（☎51-9010）…諸富町、三瀬地区、大和町、富士町にお住まいの人（大和町、富士町
　　にお住まいの人は家庭ごみのみ）が利用できます。

手続きの種類 手続きができる場所

補助金に関すること

①資源物回収奨励金の申請
②家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金の申請

本庁（佐賀市清掃工場または旧清掃センター）で受け付けます

佐賀市清掃工場
循環型社会推進課

旧清掃センター
環境保全課

③カラスネット購入費補助金の申請

　①・②に関すること…循環型社会推進課　☎ 30-2430　FAX 30-2494
　③に関すること………環境保全課　　　　☎ 30-2436　FAX 30-2439

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※各支所（市民サービスグループ）でも記載済の書類に限り提出が可能です。なお、提出後の内容確認等につい
ては、循環型社会推進課からご連絡します。
①～③の申請は、本庁・環境政策課にも提出が可能です。

※}

手続きの種類 手続きができる場所

生活環境に関するお問い合わせ、相談

本庁
（4階）環境政策課

①犬、猫等に関すること
②衛生害虫（水路に発生したボウフラなど）
　に関すること

⑦空き地、空き家に関すること

③小動物の死がい回収に関すること（ペットは除く）
④野焼きに関すること
⑤騒音、振動、悪臭に関すること
⑥水質汚濁・土壌汚染に関すること（河川等における油
　流出など）

本庁（旧清掃センターを含む）で受け付けます

　①・②に関すること…環境政策課　生活環境係　　☎ 40-7200　FAX 26-5901
　③～⑥に関すること…環境保全課　　　　　　　　☎ 30-2436　FAX 30-2439
　⑦に関すること………建築指導課　空き家対策室　☎ 40-7174　FAX 40-7392（4月1日以降）

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

墓地、改葬に関すること

本庁　（4階）環境政策課
●墓地の経営許可申請（変更申請）
●改葬許可申請

本庁で受け付けます

　環境政策課　生活環境係　☎ 40-7200　FAX 26-5901

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

旧清掃センター
環境保全課

本庁
（5階）建築指導課

ごみ・リサイクル 生活環境
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手続きの種類 手続きができる場所

異動に関すること

◎大和町・富士町にお住まいの人
（水道・下水道・市営浄化槽）
●使用開始・中止届
●地下水ご使用世帯の世帯人数変更届
●下水道使用休止（廃止）届 上下水道局

（２階）お客様センター

手続きの種類 手続きができる場所

使用に関すること

●減免申請（水道・下水道）　※
●地下水等使用届
●水洗便所改造資金融資あっせん制度

上下水道局
（２階）業務課

◎三瀬村・久保田町にお住まいの人
（市営浄化槽）
●使用開始・中止届
●市営浄化槽使用休止（廃止）届

※異動の届出は、上下水道局・お客様センターへの電話（☎33-1313）でも手続きが可能です。
　諸富町、川副町、東与賀町にお住まいの人は、「佐賀東部水道企業団（☎30-6212）」でお手続きください。
　久保田町にお住まいの人は、「西佐賀水道企業団（☎68-2225）」でお手続きください。（市営浄化槽に関すること

を除く。）

※諸富町、川副町、東与賀町にお住まいの人は、「佐賀東部水道企業団（☎30-6212）」でお手続きください。
　久保田町にお住まいの人は、「西佐賀水道企業団（☎68-2225）」でお手続きください。

手続きの種類 手続きができる場所

排水設備に関すること

●排水設備確認申請 上下水道局
（２階）業務課

　上下水道局　お客様センター　☎ 33-1313　FAX 33-1315

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※

手続きの種類 手続きができる場所

市営浄化槽に関すること

●設置、帰属申請　　※
●市営浄化槽に関する相談

上下水道局
（３階）下水道工務課

※個人が設置した既存合併浄化槽のうち、条件を満たし、生活排水を適切に処理する能力を有するものは、上下水道
局に帰属することができます。（帰属とは、物、権利などが特定の人、団体等の所有になることです。）

料金の支払いに関すること

　上下水道局　お客様センター　☎ 33-1313　FAX 33-1315

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

○…各支所および上下水道局２階（お客様センター）で受け付けます

※1）地区内の納付期限内の納付書を持参された人のみお支払いが可能です。納付期限を過ぎた場合は、上下水道局
　 でお手続きください。

※2）納付期限内の納付書を持参された人のみお支払いが可能です。納付期限を過ぎた場合は、上下水道局でお手続
　 きください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下水道 市営浄化槽

大和支所 ○ ○ ○ ○

富士支所 ○ ○ ○ ○

三瀬支所 ̶ ̶ ○ ○

諸富支所 ○

川副支所 ○

東与賀支所 ○

久保田支所 ○ ○

水道料金
下水道使用料 下水道

受益者負（分）担金

佐賀東部水道企業団
（☎30-6212）

西佐賀水道企業団（☎68-2225）

※1 ※1 ※1

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2※1

水道・下水道 水道・下水道
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手続きの種類 手続きができる場所

異動に関すること

◎大和町・富士町にお住まいの人
（水道・下水道・市営浄化槽）
●使用開始・中止届
●地下水ご使用世帯の世帯人数変更届
●下水道使用休止（廃止）届 上下水道局

（２階）お客様センター

手続きの種類 手続きができる場所

使用に関すること

●減免申請（水道・下水道）　※
●地下水等使用届
●水洗便所改造資金融資あっせん制度

上下水道局
（２階）業務課

◎三瀬村・久保田町にお住まいの人
（市営浄化槽）
●使用開始・中止届
●市営浄化槽使用休止（廃止）届

※異動の届出は、上下水道局・お客様センターへの電話（☎33-1313）でも手続きが可能です。
　諸富町、川副町、東与賀町にお住まいの人は、「佐賀東部水道企業団（☎30-6212）」でお手続きください。
　久保田町にお住まいの人は、「西佐賀水道企業団（☎68-2225）」でお手続きください。（市営浄化槽に関すること

を除く。）

※諸富町、川副町、東与賀町にお住まいの人は、「佐賀東部水道企業団（☎30-6212）」でお手続きください。
　久保田町にお住まいの人は、「西佐賀水道企業団（☎68-2225）」でお手続きください。

手続きの種類 手続きができる場所

排水設備に関すること

●排水設備確認申請 上下水道局
（２階）業務課

　上下水道局　お客様センター　☎ 33-1313　FAX 33-1315

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※

手続きの種類 手続きができる場所

市営浄化槽に関すること

●設置、帰属申請　　※
●市営浄化槽に関する相談

上下水道局
（３階）下水道工務課

※個人が設置した既存合併浄化槽のうち、条件を満たし、生活排水を適切に処理する能力を有するものは、上下水道
局に帰属することができます。（帰属とは、物、権利などが特定の人、団体等の所有になることです。）

料金の支払いに関すること

　上下水道局　お客様センター　☎ 33-1313　FAX 33-1315

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

○…各支所および上下水道局２階（お客様センター）で受け付けます

※1）地区内の納付期限内の納付書を持参された人のみお支払いが可能です。納付期限を過ぎた場合は、上下水道局
　 でお手続きください。

※2）納付期限内の納付書を持参された人のみお支払いが可能です。納付期限を過ぎた場合は、上下水道局でお手続
　 きください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下水道 市営浄化槽

大和支所 ○ ○ ○ ○

富士支所 ○ ○ ○ ○

三瀬支所 ̶ ̶ ○ ○

諸富支所 ○

川副支所 ○

東与賀支所 ○

久保田支所 ○ ○

水道料金
下水道使用料 下水道

受益者負（分）担金

佐賀東部水道企業団
（☎30-6212）

西佐賀水道企業団（☎68-2225）

※1 ※1 ※1

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2※1

水道・下水道 水道・下水道
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手続きの種類 手続きができる場所

農業に関すること

各支所
総務・地域振興グループ

⑦新規就農に関する相談
⑧認定農業者の認定手続き
⑨農業用施設・機械補助に関すること
⑩地域農業再生協議会に関すること
⑪有害鳥獣駆除に関すること（捕獲許可等）
⑫農用地証明書の交付

⑬耕作証明書の交付
⑭農地の貸借・解約に関する手続き（利用権設定を含む）
⑮農業者年金に関すること　※2

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（4階）農業振興課

本庁
（4階）農業委員会事務局

本庁
（４階）農業委員会事務局

本庁　（４階）農業振興課
①農用地の用途変更手続き
②農振除外に関する相談

③農地の売買に関する手続き（贈与を含む）
④農地転用の手続き（形状変更届出を含む）
⑤耕作放棄地再生事業に関すること
⑥農地等の贈与税・相続税の納税猶予制度
　に関すること

本庁で受け付けます

※1）各支所への巡回相談を実施します。詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
※2）農業者年金の各種届出書の提出は、最寄りの農協へお願いします。

※1}

　①・②、⑦～⑫に関すること…農業振興課　　　　☎ 40-7115　FAX 40-7391
　③～⑥、⑬～⑮に関すること…農業委員会事務局　☎ 40-7340　FAX 40-7391

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）林道の整備や改良工事（緊急を要するものを除く。）についての要望は、地元自治会長を通じて連絡をお願いし
　ます。
※2）詳しい届出の方法、様式等については、市ホームページにも掲載しています。

●林業に関する相談、問い合わせ　※1
●森林の土地の取得に係る届出
●森林の立木の伐採に係る届出
●火入れ許可申請

森林整備課（富士支所内）で受け付けます

　森林整備課　☎ 58-2183　FAX 58-2119

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

富士支所内
森林整備課

手続きの種類 手続きができる場所

森林・林業に関すること

※2}

●水産業に関する相談、問い合わせ

水産振興課（川副支所内）で受け付けます

　水産振興課　☎ 45-8917　FAX 45-4642

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

川副支所内
水産振興課

手続きの種類 手続きができる場所

水産業に関すること

農林水産業 農林水産業
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手続きの種類 手続きができる場所

農業に関すること

各支所
総務・地域振興グループ

⑦新規就農に関する相談
⑧認定農業者の認定手続き
⑨農業用施設・機械補助に関すること
⑩地域農業再生協議会に関すること
⑪有害鳥獣駆除に関すること（捕獲許可等）
⑫農用地証明書の交付

⑬耕作証明書の交付
⑭農地の貸借・解約に関する手続き（利用権設定を含む）
⑮農業者年金に関すること　※2

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（4階）農業振興課

本庁
（4階）農業委員会事務局

本庁
（４階）農業委員会事務局

本庁　（４階）農業振興課
①農用地の用途変更手続き
②農振除外に関する相談

③農地の売買に関する手続き（贈与を含む）
④農地転用の手続き（形状変更届出を含む）
⑤耕作放棄地再生事業に関すること
⑥農地等の贈与税・相続税の納税猶予制度
　に関すること

本庁で受け付けます

※1）各支所への巡回相談を実施します。詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
※2）農業者年金の各種届出書の提出は、最寄りの農協へお願いします。

※1}

　①・②、⑦～⑫に関すること…農業振興課　　　　☎ 40-7115　FAX 40-7391
　③～⑥、⑬～⑮に関すること…農業委員会事務局　☎ 40-7340　FAX 40-7391

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

※1）林道の整備や改良工事（緊急を要するものを除く。）についての要望は、地元自治会長を通じて連絡をお願いし
　ます。

※2）詳しい届出の方法、様式等については、市ホームページにも掲載しています。

●林業に関する相談、問い合わせ　※1
●森林の土地の取得に係る届出
●森林の立木の伐採に係る届出
●火入れ許可申請

森林整備課（富士支所内）で受け付けます

　森林整備課　☎ 58-2183　FAX 58-2119

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

富士支所内
森林整備課

手続きの種類 手続きができる場所

森林・林業に関すること

※2}

●水産業に関する相談、問い合わせ

水産振興課（川副支所内）で受け付けます

　水産振興課　☎ 45-8917　FAX 45-4642

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

川副支所内
水産振興課

手続きの種類 手続きができる場所

水産業に関すること

農林水産業 農林水産業
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手続きの種類 手続きができる場所

住宅使用料に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

各種手続き、問い合わせ

各支所
市民サービスグループ

●家賃の納付
●納付書の再交付　※

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（5階）建築住宅課

指定管理者：（株）マベック
●入退居の相談、手続き
●収入申告書の提出
●入居者の異動の手続き　など

指定管理者で受け付けます

※支所で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。また、指定管理者では、その場での納付書の再交付は行って
おりません。後日、郵送することになりますので、お急ぎの場合は、本庁または支所（市民サービスグループ）まで
お越しください。

　建築住宅課　住宅政策係　☎ 40-7291　FAX 40-7392
　（株）マベック　佐賀市営住宅管理室（佐賀市駅前中央一丁目9-41　パイネックスビル1階）　
　　　　　　　　　　　　　☎ 20-3205　FAX 28-4777　

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

◎市営住宅への入居に関する詳しい情報は、市ホームページにも掲載しています。

指定管理者
（株）マベック

●使用許可申請
●使用料の納付、還付の手続き
●使用料の減免申請

支所管内の施設は、該当の支所または各施設で受け付けます

支所
総務・地域振興グループまたは各施設

手続きの種類 手続きができる場所

体育施設に関すること

●使用許可申請
●使用料の納付
●使用料の減免申請

各公民館で受け付けます

諸富町公民館　☎ 47-4995　　春日公民館　　☎ 62-3151　　春日北公民館　☎ 62-8828

川上公民館　　☎ 62-5775　　富士公民館　　☎ 58-2882　　三瀬公民館　　☎ 56-2003　

南川副公民館　☎ 45-8919　　西川副公民館　☎ 45-1478　　中川副公民館　☎ 45-4173

大詫間公民館　☎ 45-4480　　東与賀公民館（農村環境改善センター内）　☎ 45-0375　

久保田公民館　☎ 68-3611

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

公民館に関すること

 支所での手続きが必要な施設 各施設（指定管理者）での手続きが必要な施設 

諸富 － 諸富文化体育館、諸富公園体育施設  

大和 春日運動広場  大和勤労者体育センター、大和中央公園体育施設 

富士 富士運動広場、富士山村広場  － 

三瀬 
三瀬グラウンド、三瀬勤労福祉センター、  

三瀬プール  
－ 

川副 － 川副運動広場、スポーツパーク川副  

東与賀 － 東与賀運動公園  

久保田 久保田グラウンド  － 

（支所）総務・地域振興グループ　大和　☎ 62-1111　FAX 62-2660　富士　☎ 58-2111　FAX 58-2119　

　　　　　　　　　　　　　　　　三瀬　☎ 56-2111　FAX 56-2912　久保田　☎ 68-2111　FAX 68-2084

 スポーツ振興課　管理係　 ☎ 40-7361　FAX 40-7375

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各公民館

◎公民館で開催される講座やサークル活動などについては、各公民館にお問い合わせください。

市営住宅 市有施設
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手続きの種類 手続きができる場所

住宅使用料に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

各種手続き、問い合わせ

各支所
市民サービスグループ

●家賃の納付
●納付書の再交付　※

各支所と本庁で受け付けます

本庁
（5階）建築住宅課

指定管理者：（株）マベック
●入退居の相談、手続き
●収入申告書の提出
●入居者の異動の手続き　など

指定管理者で受け付けます

※支所で再交付できる納付書は、現年度分に限ります。また、指定管理者では、その場での納付書の再交付は行って
おりません。後日、郵送することになりますので、お急ぎの場合は、本庁または支所（市民サービスグループ）まで
お越しください。

　建築住宅課　住宅政策係　☎ 40-7291　FAX 40-7392
　（株）マベック　佐賀市営住宅管理室（佐賀市駅前中央一丁目9-41　パイネックスビル1階）　
　　　　　　　　　　　　　☎ 20-3205　FAX 28-4777　

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

◎市営住宅への入居に関する詳しい情報は、市ホームページにも掲載しています。

指定管理者
（株）マベック

●使用許可申請
●使用料の納付、還付の手続き
●使用料の減免申請

支所管内の施設は、該当の支所または各施設で受け付けます

支所
総務・地域振興グループまたは各施設

手続きの種類 手続きができる場所

体育施設に関すること

●使用許可申請
●使用料の納付
●使用料の減免申請

各公民館で受け付けます

諸富町公民館　☎ 47-4995　　春日公民館　　☎ 62-3151　　春日北公民館　☎ 62-8828

川上公民館　　☎ 62-5775　　富士公民館　　☎ 58-2882　　三瀬公民館　　☎ 56-2003　

南川副公民館　☎ 45-8919　　西川副公民館　☎ 45-1478　　中川副公民館　☎ 45-4173

大詫間公民館　☎ 45-4480　　東与賀公民館（農村環境改善センター内）　☎ 45-0375　

久保田公民館　☎ 68-3611

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

手続きの種類 手続きができる場所

公民館に関すること

 支所での手続きが必要な施設 各施設（指定管理者）での手続きが必要な施設 

諸富 － 諸富文化体育館、諸富公園体育施設  

大和 春日運動広場  大和勤労者体育センター、大和中央公園体育施設 

富士 富士運動広場、富士山村広場  － 

三瀬 
三瀬グラウンド、三瀬勤労福祉センター、  

三瀬プール  
－ 

川副 － 川副運動広場、スポーツパーク川副  

東与賀 － 東与賀運動公園  

久保田 久保田グラウンド  － 

（支所）総務・地域振興グループ　大和　☎ 62-1111　FAX 62-2660　富士　☎ 58-2111　FAX 58-2119　

　　　　　　　　　　　　　　　　三瀬　☎ 56-2111　FAX 56-2912　久保田　☎ 68-2111　FAX 68-2084

 スポーツ振興課　管理係　 ☎ 40-7361　FAX 40-7375

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各公民館

◎公民館で開催される講座やサークル活動などについては、各公民館にお問い合わせください。

市営住宅 市有施設
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保健センターに関すること

該当の支所等で受け付けます

※１）保健センターは、市が行う健康づくり、その他の市民の健康増進事業に支障のない範囲で利用することができ
　 ます。

※２）富士保健運動センターの健康増進室を利用する場合、および久保田保健センターの多目的ホールを占用して利
　 用する場合は、使用料がかかります。減額または免除となる場合もありますので、詳しくはお問い合わせくださ
　 い。

（支所）市民サービスグループ　　富士　☎ 58-2113　FAX 58-2119　川副　☎ 45-8911　FAX 45-4642　

　　　　　　　　　　　　　　　　東与賀　☎ 45-1023　FAX 45-8023

　三瀬保健センター　☎ 56-2200　FAX 56-2500　

　久保田老人福祉センター　☎ 68-4512　FAX 68-5091

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

選挙に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　選挙管理委員会事務局　☎ 40-7330　FAX 40-7383

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所内
所定の場所

●不在者投票
●期日前投票

各支所と本庁で受け付けます

本庁内
所定の場所

手続きの種類 手続きができる場所

　総務法制課　情報公開・統計係　☎ 40-7022　FAX 26-4821

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）総務法制課
情報公開コーナー

個人情報の保護、情報公開に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
総務・地域振興グループ

●個人情報開示請求　　　　※2
●公文書公開請求　　　
●公文書任意的公開申出

各支所と本庁で受け付けます　※1

※1）各請求等の提出後の内容確認等については、本庁・総務法制課または担当課からご連絡します。
※2）個人情報開示請求については、本人確認を行う必要がありますので、身分を証するものをご持参ください。
※3）公文書公開請求および公文書任意的公開申出については、郵送での提出も可能です。

◎支所で不在者投票ができるのは、選挙管理委員会が指定した期間となります。
◎投票日当日の投票場所は、ご自宅に郵送される投票所入場整理券または市ホームページでご確認ください。

※3}

施設名 手続きの種類 手続きができる場所 

富士保健運動センター 

●利用許可申請  ※1 

●使用料の納付 

●使用料の減免申請 

支所 
市民サービスグループ 

川副保健センター 

東与賀保健センター 

三瀬保健センター 三瀬保健センター 

久保田保健センター 久保田老人福祉センター 

※2 }

該当の支所等で受け付けます

その他の施設に関すること

（支所）市民サービスグループ　　東与賀　☎ 45-1023　FAX 45-8023　

　久保田老人福祉センター　☎ 68-4512　FAX 68-5091

（支所）総務・地域振興グループ　諸富　☎ 47-2131　FAX 47-5736

　観光振興課　観光企画係　☎ 40-7110　FAX 26-6244

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁で受け付けます

東与賀 東与賀福祉センター 
利用許可申請 

東与賀支所　市民サービスグループ

久保田 
久保田老人福祉センター 

久保田老人福祉センター
久保田農村高齢者交流施設 利用（使用）許可申請、 

使用料の納付、減免申請 諸富 産業振興会館 諸富支所　総務・地域振興グループ

三瀬 やまびこ交流館 使用許可申請、使用料納付書の交付 本庁（6 階）観光振興課

区域 施設名 手続きの種類 手続きができる場所 

区域 施設名 手続きの種類 手続きができる場所 

都市計画・土地区画整理・国土調査に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　①に関すること………都市政策課　都市計画係　☎ 40-7163　FAX 40-7387

　②・③に関すること…都市政策課　土地整備係　☎ 40-7160　FAX 40-7387

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁　（5階）都市政策課
①都市計画図の頒布
②土地区画整理、国土調査の成果閲覧　※
③国土調査終了地区の誤り修正

本庁で受け付けます

※閲覧箇所によっては、手続きに時間を要する場合があります。

市有施設 その他
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保健センターに関すること

該当の支所等で受け付けます

※１）保健センターは、市が行う健康づくり、その他の市民の健康増進事業に支障のない範囲で利用することができ
　 ます。

※２）富士保健運動センターの健康増進室を利用する場合、および久保田保健センターの多目的ホールを占用して利
　 用する場合は、使用料がかかります。減額または免除となる場合もありますので、詳しくはお問い合わせくださ
　 い。

（支所）市民サービスグループ　　富士　☎ 58-2113　FAX 58-2119　川副　☎ 45-8911　FAX 45-4642　

　　　　　　　　　　　　　　　　東与賀　☎ 45-1023　FAX 45-8023

　三瀬保健センター　☎ 56-2200　FAX 56-2500　

　久保田老人福祉センター　☎ 68-4512　FAX 68-5091

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

選挙に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　選挙管理委員会事務局　☎ 40-7330　FAX 40-7383

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

各支所内
所定の場所

●不在者投票
●期日前投票

各支所と本庁で受け付けます

本庁内
所定の場所

手続きの種類 手続きができる場所

　総務法制課　情報公開・統計係　☎ 40-7022　FAX 26-4821

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁
（1階）総務法制課
情報公開コーナー

個人情報の保護、情報公開に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
総務・地域振興グループ

●個人情報開示請求　　　　※2
●公文書公開請求　　　
●公文書任意的公開申出

各支所と本庁で受け付けます　※1

※1）各請求等の提出後の内容確認等については、本庁・総務法制課または担当課からご連絡します。
※2）個人情報開示請求については、本人確認を行う必要がありますので、身分を証するものをご持参ください。
※3）公文書公開請求および公文書任意的公開申出については、郵送での提出も可能です。

◎支所で不在者投票ができるのは、選挙管理委員会が指定した期間となります。
◎投票日当日の投票場所は、ご自宅に郵送される投票所入場整理券または市ホームページでご確認ください。

※3}

施設名 手続きの種類 手続きができる場所 

富士保健運動センター 

●利用許可申請  ※1 

●使用料の納付 

●使用料の減免申請 

支所 
市民サービスグループ 

川副保健センター 

東与賀保健センター 

三瀬保健センター 三瀬保健センター 

久保田保健センター 久保田老人福祉センター 

※2 }

該当の支所等で受け付けます

その他の施設に関すること

（支所）市民サービスグループ　　東与賀　☎ 45-1023　FAX 45-8023　

　久保田老人福祉センター　☎ 68-4512　FAX 68-5091

（支所）総務・地域振興グループ　諸富　☎ 47-2131　FAX 47-5736

　観光振興課　観光企画係　☎ 40-7110　FAX 26-6244

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁で受け付けます

東与賀 東与賀福祉センター 
利用許可申請 

東与賀支所　市民サービスグループ

久保田 
久保田老人福祉センター 

久保田老人福祉センター
久保田農村高齢者交流施設 利用（使用）許可申請、 

使用料の納付、減免申請 諸富 産業振興会館 諸富支所　総務・地域振興グループ

三瀬 やまびこ交流館 使用許可申請、使用料納付書の交付 本庁（6 階）観光振興課

区域 施設名 手続きの種類 手続きができる場所 

区域 施設名 手続きの種類 手続きができる場所 

都市計画・土地区画整理・国土調査に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　①に関すること………都市政策課　都市計画係　☎ 40-7163　FAX 40-7387

　②・③に関すること…都市政策課　土地整備係　☎ 40-7160　FAX 40-7387

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁　（5階）都市政策課
①都市計画図の頒布
②土地区画整理、国土調査の成果閲覧　※
③国土調査終了地区の誤り修正

本庁で受け付けます

※閲覧箇所によっては、手続きに時間を要する場合があります。

市有施設 その他
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職員出前講座に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　秘書課　広聴係　☎ 40-7024　FAX 24-3463

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁　（２階）秘書課●職員出前講座の申し込み

本庁で受け付けます

交通安全に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　生活安全課　交通安全・防犯係　☎ 40-7012　FAX 40-2050

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

アイスクエアビル
（１階）生活安全課

●交通災害共済の加入申し込み　※1
●交通災害共済見舞金の請求　　　
●交通安全に関する要望など

本庁（アイスクエアビル１階）で受け付けます

※1）交通災害共済の加入申し込みは、最寄りの郵便局または本庁1階市民相談コーナーでも手続きが可能です。
※2）各支所（市民サービスグループ）にも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認等については、

　 生活安全課からご連絡します。
※3）生活安全課の受付時間は、9時～17時45分です。

※3※2}

有線テレビに関すること（大和・富士・三瀬）

手続きの種類 手続きができる場所

（支所）総務・地域振興グループ　

　大和　☎ 62-1111　FAX 62-2660　富士　☎ 58-2111　FAX 58-2119　三瀬　☎ 56-2111　FAX 56-2912

　情報課　システム二係　☎ 40-7058　FAX 26-8549

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

支所
総務・地域振興グループ

●有線テレビの加入申請
●放送施設使用の休止・終了・再開届
●使用料、分担金の減免申請
●相続等による加入者の地位承継届
●有線テレビ使用料の納付
●その他相談

該当の支所と本庁で受け付けます

本庁
（７階）情報課

各種相談

手続きの種類 手続きができる場所

　①に関すること…　北部建設事務所　維持係　☎ 58-2863　FAX 58-2119
　　　　　　　　　　南部建設事務所　維持係　☎ 45-1804　FAX 45-8023
　②に関すること…生活安全課　消費生活センター　☎ 40-7087　FAX 40-2050
　③に関すること…市民生活課　市民相談コーナー　☎ 40-7085　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

①支所管内の建設、土木等に関する情報提供や要望　※1
　 ●道路、橋りょう、河川、公園、緑地に関すること
　 ●街路灯の不点連絡、交通安全対策に関すること
　 ●用排水に関すること

②消費生活に関する相談　※2

本庁（支所内にある建設事務所またはアイスクエアビル１階を含む）で受け付けます

※１）緊急の場合は、各支所でも取り次ぎを行います。
※2）電話での事前予約（☎40-7087）が必要です（受付時間9時～16時）。実施している日時、場所等については、毎

　 月の市報さが1日号または市ホームページにてご確認ください。
※3）実施している日時、場所等については、毎月の市報さが1日号にてご確認ください。

{

アイスクエアビル　（１階）生活安全課

本庁　（１階）市民生活課

◎大和支所、富士支所および三瀬支所管内
　…北部建設事務所（富士支所内）
◎諸富支所、川副支所、東与賀支所および久保田支所管内
　…南部建設事務所（東与賀支所内）

③人権、行政、法律相談　※3

※1）富士、三瀬支所では市営バス回数券の販売は行っておりません。
※2）販売を行っているのは、諸富町史、富士町史、川副町誌、久保田町史です。
　　 各町史（誌）は、それぞれ該当の支所で購入が可能です。

手続きの種類 手続きができる場所

各支所と本庁（交通局を含む）で受け付けます

交通局

本庁（2階）総務法制課

各種購入

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

支所　市民サービスグループ

①市営バス回数券　※1

②県民手帳

③旧町史（誌）　※2

該当の支所で受け付けます

　①に関すること…交通局　　　☎ 23-3155　FAX 23-7309

　②に関すること…総務法制課　☎ 40-7026　FAX 29-2095

　③に関すること…（支所）市民サービスグループ

　諸富　☎ 47-2133　FAX 47-5736　　富士　☎ 58-2113　FAX 58-2119

　川副　☎ 45-8911　FAX 45-4642　　久保田　☎ 68-3137　FAX 68-2084

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

その他 その他
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職員出前講座に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　秘書課　広聴係　☎ 40-7024　FAX 24-3463

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

本庁　（２階）秘書課●職員出前講座の申し込み

本庁で受け付けます

交通安全に関すること

手続きの種類 手続きができる場所

　生活安全課　交通安全・防犯係　☎ 40-7012　FAX 40-2050

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

アイスクエアビル
（１階）生活安全課

●交通災害共済の加入申し込み　※1
●交通災害共済見舞金の請求　　　
●交通安全に関する要望など

本庁（アイスクエアビル１階）で受け付けます

※1）交通災害共済の加入申し込みは、最寄りの郵便局または本庁1階市民相談コーナーでも手続きが可能です。
※2）各支所（市民サービスグループ）にも記載済の書類に限り提出が可能です。提出後の内容確認等については、

　 生活安全課からご連絡します。
※3）生活安全課の受付時間は、9時～17時45分です。

※3※2}

有線テレビに関すること（大和・富士・三瀬）

手続きの種類 手続きができる場所

（支所）総務・地域振興グループ　

　大和　☎ 62-1111　FAX 62-2660　富士　☎ 58-2111　FAX 58-2119　三瀬　☎ 56-2111　FAX 56-2912

　情報課　システム二係　☎ 40-7058　FAX 26-8549

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

支所
総務・地域振興グループ

●有線テレビの加入申請
●放送施設使用の休止・終了・再開届
●使用料、分担金の減免申請
●相続等による加入者の地位承継届
●有線テレビ使用料の納付
●その他相談

該当の支所と本庁で受け付けます

本庁
（７階）情報課

各種相談

手続きの種類 手続きができる場所

　①に関すること…　北部建設事務所　維持係　☎ 58-2863　FAX 58-2119
　　　　　　　　　　南部建設事務所　維持係　☎ 45-1804　FAX 45-8023
　②に関すること…生活安全課　消費生活センター　☎ 40-7087　FAX 40-2050
　③に関すること…市民生活課　市民相談コーナー　☎ 40-7085　FAX 28-9188

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

①支所管内の建設、土木等に関する情報提供や要望　※1
　 ●道路、橋りょう、河川、公園、緑地に関すること
　 ●街路灯の不点連絡、交通安全対策に関すること
　 ●用排水に関すること

②消費生活に関する相談　※2

本庁（支所内にある建設事務所またはアイスクエアビル１階を含む）で受け付けます

※１）緊急の場合は、各支所でも取り次ぎを行います。
※2）電話での事前予約（☎40-7087）が必要です（受付時間9時～16時）。実施している日時、場所等については、毎

　 月の市報さが1日号または市ホームページにてご確認ください。
※3）実施している日時、場所等については、毎月の市報さが1日号にてご確認ください。

{

アイスクエアビル　（１階）生活安全課

本庁　（１階）市民生活課

◎大和支所、富士支所および三瀬支所管内
　…北部建設事務所（富士支所内）
◎諸富支所、川副支所、東与賀支所および久保田支所管内
　…南部建設事務所（東与賀支所内）

③人権、行政、法律相談　※3

※1）富士、三瀬支所では市営バス回数券の販売は行っておりません。
※2）販売を行っているのは、諸富町史、富士町史、川副町誌、久保田町史です。
　　 各町史（誌）は、それぞれ該当の支所で購入が可能です。

手続きの種類 手続きができる場所

各支所と本庁（交通局を含む）で受け付けます

交通局

本庁（2階）総務法制課

各種購入

手続きの種類 手続きができる場所

各支所
市民サービスグループ

支所　市民サービスグループ

①市営バス回数券　※1

②県民手帳

③旧町史（誌）　※2

該当の支所で受け付けます

　①に関すること…交通局　　　☎ 23-3155　FAX 23-7309

　②に関すること…総務法制課　☎ 40-7026　FAX 29-2095

　③に関すること…（支所）市民サービスグループ

　諸富　☎ 47-2133　FAX 47-5736　　富士　☎ 58-2113　FAX 58-2119

　川副　☎ 45-8911　FAX 45-4642　　久保田　☎ 68-3137　FAX 68-2084

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

その他 その他
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☎連絡先案内 ※市外局番はすべて（0952）

liam-EXAFLET

1階
pj.gl.agas.ytic@omodok5827-04課庭家もどこ

pj.gl.agas.ytic@ukioh6827-04課園稚幼育保

市民生活 市民生活課 40-7080 28-9188 shimin@city.saga.lg.jp

保険年金課 40-7270 40-7390 hoken@city.saga.lg.jp
pj.gl.agas.ytic@ierok3527-04課祉福齢高

福祉総務課（福祉政策係） 40-7250
福祉総務課（母子福祉係） 40-7252 25-5440
生活福祉課 40-7260 24-2866 seikatsufukushi@city.saga.lg.jp
障がい福祉課 40-7251 25-5440 shogaifukushi@city.saga.lg.jp

総務法制課（情報公開ｺｰﾅｰ） 40-7022 26-4821 somu@city.saga.lg.jp
消防防災課 40-7013 24-3187 shouboubousai@city.saga.lg.jp

pj.gl.agas.ytic@otius7263-920037-04室納出納出

２階
pj.gl.agas.ytic@odoykojnad4107-04課画参同共女男

pj.gl.agas.ytic@iesoyg9207-04課営経政行
pj.gl.agas.ytic@ukasiesukakik課策政画企

佐賀駅周辺整備構想推進室 sagaeki@city.saga.lg.jp

pj.gl.agas.ytic@umos0107-04課制法務総
pj.gl.agas.ytic@ohsih3643-420207-04課書秘

議会 議会事務局 40-7310 25-5407 gikai@city.saga.lg.jp

３階
pj.gl.agas.ytic@ieznasihs2707-04課税産資
pj.gl.agas.ytic@ieznimihs0607-04課税民市

pj.gl.agas.ytic@iezon5707-04課税納

４階
環境 環境政策課 40-7200 26-5901 kankyoseisaku@city.saga.lg.jp

建設 河川砂防課 40-7180 26-7388 kasen@city.saga.lg.jp

pj.gl.agas.ytic@oygon0437-04会員委業農
pj.gl.agas.ytic@oknihsoygon5117-04課興振業農

農村環境課 40-7120 40-7388 noson@city.saga.lg.jp

５階
総務 契約監理課 40-7152 26-6422 keiyaku@city.saga.lg.jp

pj.gl.agas.ytic@irnakorod5717-04課理管路道
pj.gl.agas.ytic@ibiesorod6717-04課備整路道

pj.gl.agas.ytic@ihsot0517-04課策政市都
pj.gl.agas.ytic@ngisedihsot3017-04課ンイザデ市都

pj.gl.agas.ytic@odihsukihcnek0717-04導課指築建
pj.gl.agas.ytic@ukatujukihcnek9617-04宅課住築建

６階
pj.gl.agas.ytic@iesiaz0407-04課政財
pj.gl.agas.ytic@nasiaz5407-04課用活産財

pj.gl.agas.ytic@ihcoy5517-04課策対地用
pj.gl.agas.ytic@neerg2617-04課進推化緑

pj.gl.agas.ytic@oygok1017-04課興振業工
pj.gl.agas.ytic@oygohs0017-04課興振業商

pj.gl.agas.ytic@oknak0117-04課興振光観
-　　4017-04室化性活地街市心中
-　　0317-04室略戦際国

７階
pj.gl.agas.ytic@ohoj9458-628507-04課報情整調画企

選挙 選挙管理委員会 40-7330 40-7383 senkyo@city.saga.lg.jp

監査 監査事務局 40-7320 40-7396 kansa@city.saga.lg.jp

pj.gl.agas.ytic@ijnij0509-420307-04課事人務総

fukushisomu@city.saga.lg.jp

6737-62設建

26-6244

26-5663

経済

※課名および連絡先は、平成28年4月1日時点の内容を掲載しています。また、各課等の配置場所は、都合により変更となる場合があります。

総務

8045-52活生民市

40-7392

40-7387

農林水産
40-7391

40-7397

建設

保健福祉

本庁舎 佐賀市栄町1-1

総務

29-209540-7025
企画調整

5937-04育教もどこ

40-7393

総務

企画調整 三重津世界遺産課 40-7105 29-2095 sekaiisan@city.saga.lg.jp
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☎連絡先案内 ※市外局番はすべて（0952）

liam-EXAFLET

２階
pj.gl.agas.ytic@ijukag8537-04課事学育教もどこ

pj.gl.agas.ytic@ukioykiakahs5637-04課育教会社
pj.gl.agas.ytic@oknihsaknub9637-04課興振化文

３階
pj.gl.agas.ytic@ukioyk1537-04課務総育教
pj.gl.agas.ytic@okkag5537-04課育教校学

４階
社会教育 スポーツ振興課 40-7360 40-7375 sports@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

pj.gl.agas.ytic@neznaustakies2107-04課全安活生活生民市

pj.gl.agas.ytic@umos3207-04）室流交際国（課制法務総務総

liam-EXAFLET

健康づくり課 40-7280 30-0115 kenko@city.saga.lg.jp
人権・同和政策課 40-7367 34-4549 jinken@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

市民生活 協働推進課 40-7078 40-7385 kyodo@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

経済 2016熱気球世界選手権推進室 40-7131 40-7132 balloon@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

循環型社会推進課 30-2430 30-2494 junkan@city.saga.lg.jp
バイオマス産業都市推進課 30-2431 30-1878 biomass@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

環境 環境保全課 30-2436 30-2439 kankyohozen@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

環境 南部中継所 45-7251 45-7643 　　-

liam-EXAFLET

環境 脊振広域クリーンセンター 51-9010 51-9012 info@sefuri-jinkai.jp

liam-EXAFLET

環境 衛生センター 26-7302 26-7752 eisei@city.saga.lg.jp

40-2050

佐賀市高木瀬町大字長瀬2369

佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1

佐賀市巨勢町大字牛島528

旧清掃センター

衛生センター

佐賀市清掃工場

環境

大財別館 佐賀市大財三丁目11-21

ＪＡ佐賀市中央ビル（３階）

ほほえみ館（２階）

保健福祉

佐賀商工ビル（７階）

※課名および連絡先は、平成28年4月1日時点の内容を掲載しています。また、各課等の配置場所は、都合により変更となる場合があります。

神埼市脊振町鹿路3362-1

佐賀市清掃工場南部中継所 佐賀市川副町大字犬井道5727

脊振広域クリーンセンター

40-7394

社会教育

こども教育

佐賀市駅前中央一丁目8-32

佐賀市兵庫北三丁目8-36

佐賀市白山二丁目1-12

佐賀市栄町2-8

26-7378

アイスクエアビル（１階）
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☎連絡先案内 ※市外局番はすべて（0952）

liam-EXAFLET

pj.gl.agas.ytic@nakohsot1110-041000-04館書図館書図

-　　5567-266473-26館和大
-　　2442-742002-74館富諸
-　　0060-541150-54館賀与東
-　　1953-850953-85館士富
-　　7002-657002-65館瀬三
-　　5460-545460-54館副川

-　　2859-332859-33室分成開
-　　9541-899541-89室分立金
-　　8643-138643-13室分島鍋

高木瀬分室 31-3507 31-3507 　　-
-　　8509-828509-82室分庄本
-　　4551-824551-82室分勢巨

liam-EXAFLET

病院 富士大和温泉病院 63-0111 51-0138 hospitalfj@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

診療所 三瀬診療所 56-2001 51-6017 shinryo.mt@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

pj.gl.agas.ytic@umosius0331-33課務総
pj.gl.agas.ytic@ius.umiaz1331-33課務財
pj.gl.agas.ytic@ius.umoyg3131-33課務業

pj.gl.agas.ytic@ius.umok2331-33課務工道水
pj.gl.agas.ytic@ius.iusoj4331-33課水浄

pj.gl.agas.ytic@ius.umokiuseg3331-33課務工道水下

liam-EXAFLET

pj.gl.agas.ytic@ius.ustesihsuseg課設施道水下

pj.gl.agas.ytic@ius.eneuseg室進推ーギルネエ水下

liam-EXAFLET

pj.gl.agas.ytic@ustok9037-325513-32局通交通交

※課名および連絡先は、平成28年4月1日時点の内容を掲載しています。また、各課等の配置場所は、都合により変更となる場合があります。

2654-821810-22道水下上

佐賀市立富士大和温泉病院 佐賀市富士町大字梅野1721-1

佐賀市立図書館 佐賀市天神三丁目2-15

上下水道局

交通局 佐賀市愛敬町4-23

下水浄化センター

上下水道

上下水道局舎 佐賀市若宮三丁目6-60

佐賀市西与賀町大字高太郎2667

33-1315

佐賀市立国民健康保険三瀬診療所 佐賀市三瀬村藤原3882-6

図書館
（分館）

図書館
（分室）
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liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ 47-2131

総務・地域振興グループ（農業担当） 47-4905

pj.gl.agas.ytic@rm.nimihs3312-74プールグスビーサ民市

liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ 62-1111

総務・地域振興グループ（農業担当） 62-1112

pj.gl.agas.ytic@my.nimihs3111-26プールグスビーサ民市

liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ 58-2111

総務・地域振興グループ（農業担当） 58-2112

pj.gl.agas.ytic@jf.nimihs3112-85プールグスビーサ民市

pj.gl.agas.ytic@ustesnekubukoh3682-85所務事設建部北設建

pj.gl.agas.ytic@nirnihs3812-85課備整林森産水林農

liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ

総務・地域振興グループ（農業担当）

pj.gl.agas.ytic@tm.nimihsプールグスビーサ民市

liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ 45-1111

総務・地域振興グループ（農業担当） 45-8912

pj.gl.agas.ytic@wk.nimihs1198-54プールグスビーサ民市

農林水産 水産振興課 45-8917 45-4642 suisan@city.saga.lg.jp

pj.gl.agas.ytic@ius.umoyg2464-543198-54事務所副川道水下上

liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ 45-1021

総務・地域振興グループ（農業担当） 45-1022

pj.gl.agas.ytic@gh.nimihs3201-54プールグスビーサ民市

建設 南部建設事務所 45-1804 45-8023 nanbukensetsu@city.saga.lg.jp

liam-EXAFLET

総務・地域振興グループ 68-2111

総務・地域振興グループ（農業担当） 68-3156

pj.gl.agas.ytic@bk.nimihs7313-86プールグスビーサ民市

佐賀市川副町大字鹿江623-1

東与賀支所 佐賀市東与賀町大字下古賀1193

47-5736

62-2660

56-2111 56-2912

45-4642

68-2084

☎連絡先案内
諸富支所 佐賀市諸富町大字諸富津1-2

久保田支所 佐賀市久保田町大字新田1109-1

大和支所

富士支所

三瀬支所

佐賀市大和町大字尼寺1870

佐賀市富士町大字古湯2685

45-8023

58-2119

58-2119

佐賀市三瀬村三瀬2764

川副支所

somu.kb@city.saga.lg.jp

somu.kw@city.saga.lg.jp

somu.mr@city.saga.lg.jp

somu.ym@city.saga.lg.jp

somu.fj@city.saga.lg.jp

somu.mt@city.saga.lg.jp

somu.hg@city.saga.lg.jp

※市外局番はすべて（0952）

※課名および連絡先は、平成28年4月1日時点の内容を掲載しています。また、各課等の配置場所は、都合により変更となる場合があります。
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平成２８年３月 

発行 佐賀市 企画調整部 行政管理課 

   〒840-8501 佐賀市栄町１番１号 

   TEL 0952-40-7027  FAX 0952-29-2095 

   E-mail : gyoseikanri@city.saga.lg.jp 

      URL : http://www.city.saga.lg.jp 

 

 

佐賀警察署 

佐賀県総合運動場

旧清掃センター

上下水道局 

佐賀市役所（本庁） 

大財別館

佐賀商工ビル

アイスク 

エアビル 

佐賀県庁

どん 3 の森

ほほえみ館 

神野公園 

◎佐賀駅

佐賀市清掃工場


