
市町 開催場所（電話番号） 開催日 開催時間

長崎市役所　自治振興課 毎月　第4水曜日

095-829-1231 （祝日の場合は休止）

長崎市男女共同参画推進センター

アマランス

095-826-0018 （祝日の場合は休止）

式見地区ふれあいセンター 毎月　第1火曜日

095-841-1118 （祝日の場合は休止）

長崎市高浜地区公民館
（8、12月）

該当月の第1水曜日

095-894-2001 （祝日の場合は翌週水曜日）

 長崎市野母地区公民館
（9、1月）

該当月の第1水曜日

095-893-2663 （祝日の場合は翌週水曜日）

長崎市脇岬地区公民館
（10、2月）

該当月の第1水曜日

095-893-0137 （祝日の場合は翌週水曜日）

長崎市野母崎樺島地区公民館
（11、3月）

該当月の第1水曜日

095-893-0501 （祝日の場合は翌週水曜日）

長崎市社会福祉協議会三和支所 毎月　第1水曜日

095-892-0646 （祝日の場合は翌水曜日）

長与町公民館
(8、10、1月)

095-883-2854

長与北部地区多目的研修集会施設
(9、10、2月)

095-887-0392

上長与地区公民館
(10、11、3月)
095-883-7711

 長与町ふれあいセンター
(10、12月)

095-855-8128

時津町役場 毎月　第2、4月曜日

095-882-2211 （祝日の場合は休止）
時津町 9時～12時

長与町

該当月の第3火曜日 13時～16時

該当月の第3火曜日 13時～16時

該当月の第3火曜日 13時～16時

該当月の第3火曜日 13時～16時

　　　　令和2年度 行政相談委員による行政相談所の開設日時・場所

令和2年12月1日

長崎市

13時～15時

毎月　第1、3水曜日
13時～15時

13時～15時

10時～15時

10時～15時

10時～15時

10時～15時

10時～15時



市町 開催場所（電話番号） 開催日 開催時間

佐世保市役所市民相談室 毎週火曜日

0956-24-1111 （祝日の場合は休止）

吉井地区公民館 奇数月　第1金曜日

0956-64-2100 （令和3年1月、祝日の場合は休止）

世知原支所 奇数月　第4金曜日

0956-76-2211 （祝日の場合は休止）

小佐々支所 偶数月　第2金曜日

0956-41-3111 （祝日の場合は休止）

江迎支所

0956-66-2111

鹿町地区公民館

0956-77-5251

大瀬戸コミュニティセンター 毎月　第2水曜日

0959-37-0266 （12月は第2木曜日）

奇数月　第2月曜日

12月7日(月)

（令和3年1月は休止）

崎戸総合支所 12月8日（火）

0959-35-3111 令和3年2月12日（金）

西海総合支所 12月4日（金）

0959-32-1111 令和3年3月17日（水）

西彼保健福祉センター 12月9日(水)

0959-29-7102 令和3年1月19日(火)

東彼杵町役場相談室 毎月　第2月曜日

0957-46-1111 （祝日の場合は翌火曜日）

東彼杵町役場農村環境改善センター 毎月　第4月曜日

0957-47-1111 （祝日の場合は翌火曜日）

川棚町
川棚町いきがいセンター

0956-82-2121
毎月　第2水曜日 13時～16時

波佐見町総合文化会館 偶数月　第1水曜日

0956-85-2034 （祝日の場合は休止）

高城会館　市民相談室 毎月第1、2、3金曜日

0957-22-3113 （祝日の場合は第4金曜日に振替）

森山支所相談室 毎月　第4金曜日

0957-36-1111 (祝日の場合は前週金曜日)

小長井支所相談室 毎月　第2金曜日

0957-34-2111 (祝日の場合は休止)

飯盛支所相談室

0957-48-1111

多良見支所2階会議室

0957-43-1111

高来支所2階小会議室 毎月　第2金曜日

0957-32-2111 （祝日の場合は前週金曜日）

10時～13時

毎月　第2金曜日 10時～13時

毎月　第4金曜日 10時～13時

10時～13時

東彼杵町

10時～12時

10時～12時

波佐見町 13時30分～16時

諫早市

10時～15時

10時～13時

偶数月　第1金曜日 10時～15時

西海市

10時～15時

大島離島総合開発センター
0959-37-0148

10時～14時

10時～15時

10時～15時

 10時～15時

佐世保市

13時～16時

10時～15時

10時～15時

10時～15時

奇数月　第2金曜日 10時～15時



市町 開催場所（電話番号） 開催日 開催時間

大村市役所市民110番

 0957-53-4111

島原市役所市民相談センター

0957-62-9100

島原市有明福祉センター 毎月　第1水曜日

0957-65-9090 （祝日の場合は休止）

国見総合支所

0957-78-2111

瑞穂総合支所 毎月　第2木曜日

0957-77-2111 (令和3年2月は第１木曜日)

雲仙市役所本庁 毎月　第2木曜日

0957-38-3111 （祝日の場合は前週の木曜日）

愛野総合支所 毎月　第2木曜日

0957-36-2111 （祝日の場合は前週の木曜日）

千々石総合支所

0957-37-2001

小浜総合支所

0957-74-2111

南串山総合支所

0957-88-3111

布津公民館

0957-73-6726

深江ふれあいの家

050-3536-2019

口之津老人福祉センター
050-3536-2014

毎月　第3木曜日 10時～12時

ありえコレジヨホール

0957-73-6736

西有家老人福祉センター
050-3536-2016

毎月　第3水曜日 10時～12時

加津佐総合福祉センター希望の里
050-3536-2012

毎月　第3水曜日 13時～15時

平戸市役所生月支所

0950-22-9200

平戸市役所　舘浦出張所 12月23日（水）

　0950-53-1501 令和3年3月10日（水）

平戸市役所　田平支所
0950-22-9210

毎月　第4水曜日 13時～15時

大島村公民館 12月9日（水）

0950-55-2511 令和3年3月24日（水）

毎月　第1、2、3火曜日

令和3年2月10日（水）

令和3年2月24日（水）

平戸市

平戸市ふれあいセンター
0950-28-0044

13時～15時

平戸市多目的研修センター
0950-27-0047

13時～15時

令和3年1月13日（水） 13時～15時

13時～15時

14時～16時

毎月　第2水曜日 13時～16時

南島原市

奇数月　第3水曜日 13時～15時

偶数月　第3水曜日 13時～15時

毎月　第2木曜日 17時30分～19時

雲仙市

毎月　第2水曜日 9時～12時

9時～12時

9時～12時

9時～12時

毎月　第2火曜日 13時～16時

毎月　第2水曜日 13時～16時

大村市 毎月　第4水曜日 9時30分～12時

島原市

13時～15時

13時～15時



市町 開催場所（電話番号） 開催日 開催時間

松浦市役所市民ホール

0956-72-1111

市役所別館会議室

0956-72-1111

福島保健センター 偶数月　第2木曜日

0955-41-3005 （令和3年2月第2火曜日）

鷹島支所 偶数月　第2木曜日

0955-48-3111 （令和3年2月は第1木曜日）

福江総合福祉保健センター 毎月　第1、3水曜日

0959-72-6110（五島市役所総務課） （祝日の場合は休止）

奈留離島開発総合センター
0959-64-2426

毎月　第3水曜日 14時～16時

福江島開発総合センター（岐宿支所） 毎月　第3木曜日

0959-82-1111 （祝日の場合は翌金曜日）

玉之浦支所1階和室 毎月　第3月曜日

0959-87-2211 （祝日の場合は翌開庁日）

三井楽町公民館
0959-84-2325

毎月　第3水曜日 14時～16時

富江町民センター（富江支所） 毎月　第2水曜日

0959-86-1111 （不定期変更あり）

石油備蓄記念会館

0959-52-2298

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌週金曜日）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌週金曜日）

毎月　第3金曜日

（祝日の場合は翌週金曜日）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌週金曜日）

(注） 開設日時や会場等は、変更されることがあります。詳しくは、総務省行政相談センターきくみみ長崎（電話：095-849-1100、FAX：
095-849-1102）へお問い合わせください。

新魚目支所　0959-54-1111 10時～12時

有川支所　　0959-42-1111 10時～12時

奈良尾支所　　0959-44-1111 10時～12時

五島市

13時～15時

9時～11時

9時～12時

13時～15時

新上五島町

奇数月 第2土曜日 13時30分～16時

若松支所　　0959-46-3111 10時～12時

松浦市

令和3年2月4日(木) 10時～16時

12月10日(木) 10時～16時

10時～14時

10時～12時
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