
【佐賀ライトファンタジー】
でロマンチックなデートを
楽しむ。

家庭・子どもに関する相談家庭・子どもに関する相談

相
談

相
談

①

②
③
④

相談に対して適切な助言をすることが目的ですので、相手との交渉や手続きを代行、相手を呼び出して仲介などを
することはできません。
相談は必ず本人がおこしください。 
内容が複雑な相談は要領よく話をまとめ、関係書類があればお持ちください。 
法律相談は予約制(午前、午後とも先着6人)です。予約は相談日の前の週の金曜日(この日が祝日の場合は木曜日)
から受け付けます。(予約は電話でも結構です。受付開始は午前9時からです。)

● 相談開設日時は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。

市民生活課 市民相談コーナー  ☎40-7085  FAX 28-9188

市民生活課 市民相談コーナー  ☎40-7085  FAX 28-9188
教育相談
テレフォン

大財別館3階
学校教育課

月～金曜日
9:00～16:00

学校教育課
☎40-1515 FAX40-7394

教育に関する悩みや、子どもの
いじめ、不登校等の悩みごと相談

家庭児童相談 本庁1階
家庭児童相談室

月～金曜日
8:30～17:00

家庭児童相談室
☎40-7254 FAX40-7395

家庭内での子育て・子どもの
悩み・養育・育児・しつけ・児童
虐待などの悩みごと

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

婦人相談 夫婦間・家族・性・夫や恋人
からの暴力などの悩みごと

ひとり親
家庭相談

ひとり親家庭・寡婦の皆さんの
悩みごと、生活支援施設、福祉
資金賃付など

子ども・若者
支援室

土日祝日を除く
10:00～17:00

子ども・若者支援室
☎24-2333

子ども電話・
メール相談 青少年センター

青少年センター

土日祝日を除く
10:00～17:00

土日祝日を除く
8:30～17:15

青少年センター
☎29-3594
kodomosoudan@city.saga.lg.jp

育児に関する相談。日程や場所等は、
市報やホームページをご覧ください。

乳幼児
健康相談

ほほえみ館
各保健センター等年間76回 健康づくり課 母子保健係

☎40-7282 FAX40-7380

育児相談
ダイヤル

土日祝日を除く
9:00～17:00

健康づくり課 母子保健係
☎(専用電話)40-7296

本庁1階
健康づくり課 健康や育児に関することについて

こども（概ね義務教育終了まで）の
発達に関する相談を予約制で受け
付けています。臨床心理士や保健
師が相談内容に応じた助言や専門
機関の紹介等を行っています。

本庁1階
障がい福祉課
（63番窓口）

発達相談
障がい福祉課 発達支援室
☎40-7248 FAX40-7379
shogaifukushi@city.saga.lg.jp

市民健康相談 土日祝日を除く
9:00～17:00

健康づくり課 保健予防一係
☎40-7281 FAX40-7380

本庁1階
健康づくり課 成人の健康に関することについて

ニート、ひきこもり、不登校、
いじめ問題等についての相談

子どもの生活、学校生活、
いじめ問題などの相談

※法律相談は佐賀市民のみです。なお、相談者多数のため、同一人の相談は年度3回までとさせていただきます。また、
　弁護士職務規程により、相談に応じられない場合もあります。

相談名 開設日時 担当 相談内容

支所名

大和

相談名 開設日時 場所

一般相談 市民相談コーナー担当相談員 市の業務についての意見、日常生活上の
悩みごと、心配ごとなど

月～金曜日
9:00～16:30

諸富 人権・行政相談 毎月 第4金曜日 13:30～15:30 諸富支所

法律相談 偶数月 第2木曜日 13:30～15:30

人権・行政相談 毎月 第3木曜日 10:00～12:00

税務相談 九州北部税理士会佐賀支部 所得税、法人税、贈与税などの手続全般第1・3水曜日 13:30～16:30
土地建物相談 佐賀県宅地建物取引業協会 借地、借家などの契約および苦情全般第2・4月曜日 13:30～16:30
行政相談 (総務省） 行政相談委員 役所や特殊法人などに関する相談第1・2・3金曜日 13:30～16:00

司法書士による相談 佐賀県司法書士会 登記や供託の手続き、法務局等に
提出する書類作成に関する相談

第4水曜日 13:30～16:30

暴力に関する相談 市民相談コーナー担当相談員 日常生活での暴力に関する悩み、
心配ごと

月～金曜日 (木曜日は休み)
9:00～16:30

行政書士による相談 佐賀県行政書士会
官公署に提出する書類、その他権利義務、
又は事実証明に関する書類の作成に
かかる相談

第4金曜日 14:00～16:00

佐賀県人権擁護委員連合会 人権を侵害されたと思われる相談、
日常生活上の悩みごと、心配ごとなど毎週火曜日 13:30～16:30

法律相談 佐賀県弁護士会 民事上の法律問題、土地家屋、相続、
消費者金融等の金銭貸借など

毎週木曜日 13:30～15:30
(第1・3木曜日は
10:00～12:00も実施)

人権、心配ごと相談
 (法務省)

三瀬 人権・行政相談 毎月 第2水曜日 9:30～12:00 三瀬公民館

東与賀 人権・行政相談 毎月 第3水曜日 13:30～16:00 東与賀保健福祉センター

富士
人権相談 偶数月 第4水曜日 10:00～12:00

行政相談 毎月 第4水曜日 10:00～12:00
富士支所

久保田
人権相談 偶数月 第1木曜日 13:30～15:30

行政相談 毎月 第2水曜日 10:00～12:00
久保田老人福祉センター

川副
法律相談 奇数月 第2木曜日 13:30～15:30

人権・行政相談 毎月 第2水曜日 9:30～12:00
川副支所

佐賀県土地家屋調査士会 土地、建物の表題登記や境界問題に
関する相談第3月曜日 13:30～16:30土地家屋調査士

による相談

本庁1階の市民相談コーナーで行っている相談本庁1階の市民相談コーナーで行っている相談

大和支所

 ※相談日時について、詳しくは毎月の市報さが1日号をご覧ください。

支所で行っている相談支所で行っている相談
 ※相談日時について、詳しくは毎月の市報さが1日号をご覧ください。
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2200年の浪漫、
【徐福長寿館】で歴史と
長寿について学ぶ。

相
談

相
談

行政相談

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

佐賀行政監視行政相談
センター

行政監視行政相談課

城内二丁目10-20
佐賀合同庁舎3階
☎25-1100
ナビダイヤル

☎0570-090-110

月～金曜日
8:30～17:15

(時間外は
留守番電話で受付）

情報公開・
個人情報保護
総合案内所

佐賀行政監視行政相談
センター

情報公開・個人情報保護
総合案内所

城内二丁目10-20
佐賀合同庁舎3階
☎27-8638

月～金曜日
9:00～17:00

みんなの人権
110番

（全国共通
人権相談ダイヤル）

佐賀地方法務局
人権擁護課

城内二丁目10-20
☎0570-003-110

城内二丁目10-20
☎0120-007-110

月～金曜日
(祝日、年末年始を除く)

8:30～17:15
子どもの人権

110番

女性の人権
ホットライン

城内二丁目10-20
☎0570-070-810

県民総合相談 佐賀県庁 行政の窓口
（旧さが元気ひろば）

城内一丁目1-59
☎25-7010

月～金曜日
8:30～17:15

けん銃 110 番
松原一丁目1-16

フリーダイヤル(専用)
☎0120-10-3774

終日

終日

暴力団・暴力団
排除に関する

相談
佐賀県警察本部

佐賀県警察本部

佐賀県警察本部

松原一丁目1-16
☎24-0110

月～金曜日
(祝日を除く)
8:30～17:15

レディース
テレホン

性犯罪被害相談
電話 ＃8103

（ハートさん）

佐賀県警察本部 松原一丁目1-16
☎28-4187

松原一丁目1-16
☎#8103・

0120-73-8103

月～金曜日(祝日を除く)
8:30～17:15

（夜間・土日・祝日は
留守番電話）

ヤング
テレホン

少年サポートセンター
(佐賀バルーン

ミュージアム3階)

松原二丁目2-27
フリーダイヤル(専用)
☎0120-29-7867

月～金曜日(祝日を除く)
8:30～17:15

（夜間・土日・祝日は
留守番電話）

警察への相談

佐賀県警察本部
「警察相談室」

松原一丁目1-16
☎♯9110

佐賀南警察署 本庄町大字本庄155-1
☎23-6110

佐賀北警察署 高木瀬町東高木234-1
☎30-1911

月～金曜日
8:30～17:15
※電話は終日
(当直対応)

警察に対する各種相談・要望・意見
など

性犯罪被害に関する相談

県政、女性、NPOに関する相談など

女性の人権に関する相談

子どもの人権に関する相談

人権に関する相談

少年に関する悩みや困りごとの
相談

暴力団員からの被害等に関する
相談等 暴力団排除に関する各種
相談・要望・意見

DV等の女性専用の相談

けん銃その他銃器等に関する情報

国などの業務及び県や市町村の
業務のうち、国の委任又は補助を
受けて行っている業務についての
苦情・要望・問い合わせ

国及び独立行政法人等に係る情報
公開及び個人情報保護に関する
制度の仕組みや開示請求手続等に
ついての相談・問い合わせ

男女共同参画
ほほえみ館2階

人権・同和政策・男女参画課
月～金曜日

8:30～17:15
人権・同和政策・男女参画課
男女共同参画室
☎40-7014  FAX34-4549

建築紛争相談 本庁5階
建築指導課

佐賀商工ビル7階
市民活動プラザ

第3水曜日
14:00～16:15

市民活動に
関する相談

12/29～1/3を除く
9:00～22:00

建築指導課 指導係
☎40-7170  FAX40-7392

市民活動プラザ
☎40-2002  FAX40-2011

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

消費生活相談

i・スクエアビル
1階

月～金曜日
9:00～16:00

犯罪被害者
支援相談

i・スクエアビル
1階

月～金曜日
9:00～17:00

大和支所毎週水曜日
9:00～15:00

諸富支所第2・4木曜日
9:00～15:00

富士支所第2・4火曜日
9:00～15:00

三瀬支所第2金曜日
9:00～15:00

川副支所毎週月曜日
9:00～15:00

東与賀支所第1・3木曜日
9:00～15:00

久保田支所第1・3金曜日
9:00～15:00

生活安全課
☎40-7012  FAX40-2050 犯罪被害者等の支援に関する相談

・不当・架空請求
・多重債務
  （カードローン・クレジット）
・悪質な訪問販売・訪問購入
  （クーリングオフ等）
・マルチ商法
・通信販売によるトラブル
・住宅リフォーム
・投資トラブル等

事業者との契約トラブルなどで
お困りの消費者の方の相談窓口です。
電話または対面による相談です。
対面による相談は予約制ですので
まずはお電話をお願いします。
例）佐賀市消費生活センター 

☎40-7087  FAX40-2050 
※支所での相談は相談日前日
　の12:00までに佐賀市消費
　生活センターへご連絡くだ
　さい。

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

i・スクエアビル
5階

i・スクエアビル
5階

産業支援相談室

経営相談

月～金曜日
9：00～17:00
第2・4火曜日

18:00～21:00

労働相談
第2・4水曜日

18:00～21:00
（祝日の場合は翌日）

佐賀市産業支援相談室
☎・FAX 40-7079

商業振興課 金融・労政係
☎40-7102 FAX26-6244
shoko-mag@city.saga.lg.jp

・賃金、労働時間、採用、解雇、退職金、
  福利厚生等労働時間問題全般に
  関する相談
・健康保険、年金等の生活設計に
  関する相談
・労働関係法規の改正に関する相談

市税の
納税相談

本庁3階
納税課

月・水・木・金曜日
8:30～17:00

火曜日
8:30～19:00

第1日曜日
9:00～16:00

納税課
☎40-7076  FAX25-5408

市県民税・固定資産税・
軽自動車税の納税について

市民活動に関する相談支援

男女共同参画に関する意見や相談

● 相談開設日時は、祝日・年末年始を除きます。

防犯等に関する相談防犯等に関する相談

経営・労働に関する相談経営・労働に関する相談

その他の相談その他の相談

市役所以外の機関で行われている相談市役所以外の機関で行われている相談

創業、新規事業、販路拡大などの経営
に関する相談。相談は予約制ですので、
まずはお電話をお願いします。

隣接建物に対するトラブルや建物の
疑問(建築と法律の専門家が相談を
お受けします。)
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交通事故相談 交通事故相談所
(アバンセ内)

天神三丁目2-11
☎25-7061

12/29～1/3を
除く毎日

9:00～16:00
交通事故の示談の仕方、損害賠償
などの相談

消費生活に関する苦情相談、
消費者啓発、多重債務相談、
消費生活情報提供等

佐賀地区
障がい者

総合相談窓口

水ケ江一丁目12-11
佐賀市医師会立

看護専門学校１階
☎37-0782

FAX37-0783

在宅医療・
介護相談窓口

佐賀市在宅医療・
介護連携支援センター

月～金曜日
(祝日、年末年始を除く)

 9:00～17:00
在宅医療や介護を受ける際の相談

障がい者又はその家族からの相談

長光園障害者
支援センター

兵庫南二丁目16-38
☎27-9828

FAX27-1061

月～金曜日
(祝日、年末年始を除く)

 8:30～17:30

ぷらっと

さくら

兵庫北三丁目8-36
ほほえみ館3階
☎34-4866

FAX34-4867

神園三丁目18-45
神野病院内
☎97-8016

FAX32-3469

月～日曜日
(第1・3・4 土曜日と
第2日曜日を除く)
10:00～19:00

（ただし、火曜日は
17：00まで）

月～金曜日
(祝日、お盆・

年末年始を除く)
8:30～17:30

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

消費生活相談
佐賀県

消費生活センター
(アバンセ内)

12/29～1/3を
除く毎日

9:00～17:00
天神三丁目2-11
☎24-0999

●交通事故相談及び消費生活相談については、月曜日が休館日なので、電話のみの相談です。

女性が抱える様々な悩みについて

男性が抱える様々な悩みについて

生涯学習に関する講師紹介など
様々な相談や講座・イベントの
情報提供等

生涯学習相談

アバンセ火～日曜日
9:00～17:00

男女共同参画に関する企画
（講演会、セミナー等）の相談

男女共同参画に
関する企画の相談

天神三丁目2-11
☎26-0011

☎090-1926-8339 LGBTsに
関する相談 電話相談のみ

第2土曜日
第4木曜日

14:00～16:00

多様な性に関する様々な悩み等に
ついて

女性総合相談

男性総合相談

アバンセ

アバンセ

天神三丁目2-11
☎26-0018

天神三丁目2-11
☎080-6426-3867

火～土曜日
9:00～21:00

日曜・祝日
9:00～16:30

（月曜、年末年始を除く）

（電話）毎週水曜日
19:00～21:00

（面談）第4土曜日
※要予約

14：00～16：00
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