
　　　(注)　新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、行政相談所の開設を中止する場合があります。
 ご不明な点は、総務省行政相談センターきくみみ長崎（電話：095-849-1101）へお問い合わせください。

市町 開設場所 開設日 開設時間

毎月　第1水曜日

（5月～7月、令和6年1月は休止）

毎月　第3水曜日 13時～15時

（令和6年3月は休止） (6月は10時～12時)

毎月　第1水曜日

（祝日の場合は翌木曜日、5月は10日(水)）

4月18日（火）

8月22日（火）

10月19日（木）

令和6年1月16日（火）

5月16日（火）

9月19日（火）

10月20日（金）

令和6年2月20日（火）

6月20日（火）

10月16日（月）

11月21日（火）

令和6年3月19日（火）

7月18日（火）

10月17日（火）

12月19日（火）

毎月　第2、4月曜日

（祝日の場合は休止）

毎月　第１、第4火曜日

（祝日の場合は休止）

奇数月　第1金曜日

（祝日の場合は休止）

偶数月　第2金曜日

（祝日の場合は休止）
小佐々地区コミュニティセンター 9時～12時

相浦地区コミュニティセンター 奇数月　第3火曜日 9時～12時

早岐地区コミュニティセンター 偶数月　第2火曜日 13時～16時

奇数月　第2金曜日 9時～12時

世知原地区コミュニティセンター 奇数月　第4金曜日 9時～12時

鹿町地区コミュニティセンター 偶数月　第1金曜日 9時～12時

13時～16時

時津町 時津町役場 9時～12時

佐世保市

佐世保市役所市民相談室 13時～16時

吉井地区コミュニティセンター 9時～12時

江迎地区コミュニティセンター

社会福祉協議会三和支所 10時～15時

長与町

 長与北部地区多目的研修集会施設
(4、8、10、1月)

13時～16時

 上長与地区公民館
(5、9、10、2月)

13時～16時

長与町ふれあいセンター
(6、10、11、3月)

13時～16時

長与町公民館
 (7、10、12月)

 令和5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5年5月8日

長崎市

長崎市役所 毎月　第4水曜日 13時～15時

男女共同参画推進センター
アマランス

13時～15時

長崎市北公民館



市町 開設場所 開設日 開設時間

4月12日(水)

6月1日(木)

8月9日(水)

12月1日(金)

令和6年2月7日(水)

10月13日（金） 10時～16時

6月1日(木)

7月10日(月)

11月29日(水)

令和6年3月11日(月)

4月 21日（金）

6月1日（木）

8月18日(金)

11月30日（木）

令和6年2月16日（金）

6月1日(木)

7月19日(水)

9月21日（木）

11月28日（火）

12月20日（水）

5月16日(火)

8月20日(日)

11月27日(月)

令和6年1月16日(火)

毎月　第2月曜日

（祝日の場合は翌火曜日）

毎月　第4月曜日

（祝日の場合は翌火曜日）

毎月　第2水曜日

（祝日の場合は休止）

13時30分～16時

(10月は10時～16時）

6月上旬(決まり次第、お知らせします。)

11月下旬(決まり次第、お知らせします。)

毎月第1、2、3金曜日

(祝日の場合は翌金曜日)

毎月　第2金曜日

(祝日の場合は第3金曜日)

毎月　第2金曜日

(祝日の場合は翌金曜日、
令和6年3月は3月1日(金))

毎月　第4金曜日

(祝日の場合は翌金曜日)

毎月　第2金曜日

(祝日の場合は第1金曜日)

毎月　第4水曜日

(祝日の場合は翌水曜日)

毎月　第1、第3火曜日

（祝日の場合は翌火曜日）

大村市 大村市役所市民110番 9時30分～12時

島原市 島原市役所市民相談センター 13時～15時

10時～13時

飯盛支所相談室 10時～13時

多良見支所2階会議室 10時～13時

高来支所2階小会議室 10時～13時

小値賀町 小値賀町離島開発総合センター 10時～15時

諫早市

高城会館　市民相談室 10時～15時

森山支所相談室 毎月　第4金曜日 10時～13時

小長井支所相談室

川棚町 川棚町いきがいセンター 13時～16時

波佐見町 波佐見町総合文化会館 偶数月　第1水曜日

6月1日(木)  10時～15時

西彼保健福祉センター  10時～15時

東彼杵町

東彼杵町役場相談室 10時～12時

東彼杵町役場農村環境改善センター 10時～12時

西海市

大瀬戸コミュニティセンター
10時～15時

大島離島開発総合センター 10時～15時

崎戸中央公民館 10時～15時

西海総合支所 10時～15時

西彼総合支所



市町 開設場所 開設日 開設時間

毎月　第1月曜日

（4月は第2月曜日に変更、10月は休止、
祝日の場合は前日）

毎月　第2木曜日

（10月は休止）

毎月　第2木曜日

（10月は休止）

毎月　第2火曜日

（10月は休止）

毎月　第2火曜日

（10月は休止）

毎月　第2水曜日

（10月は休止）

毎月　第3木曜日

（祝日の場合は翌木曜日）

毎月　第3水曜日

（祝日の場合は翌水曜日）

奇数月　第3水曜日

（祝日の場合は休止）

偶数月　第3水曜日

（祝日の場合は休止）

4月13日（木）

7月13日（木）

令和6年1月11日（木）

10月19日（木） 13時～16時

4月26日（水）

7月26日（水）

令和6年1月24日（水）

10月25日（水） 13時～16時

5月10日（水）

8月9日（水）

令和6年2月7日（水）

11月15日（水） 13時～16時

5月24日（水）

8月23日（水）

令和6年2月21日（水）

6月7日（水）

令和6年3月6日（水）

11月1日（水） 13時～16時

平戸市未来創造館ＣＯＬＡＳ平戸 10月11日（水） 13時～16時

生月町中央公民館 11月8日（水） 13時～16時

平戸市ふれあいセンター
13時～15時

生月支所 13時～15時

大島村公民館
14時～16時

原城オアシスセンター 10時～12時

加津佐公民館 毎月　第3水曜日 13時～15時

平戸市

平戸市多目的研修センター
13時～15時

田平支所
13時～15時

毎月　第2木曜日 17時30分～19時

西有家老人福祉センター 10時～12時

北有馬ピロティー文化センター日野江 10時～12時

南島原市

布津公民館 奇数月　第3水曜日 13時～15時

深江ふれあいの家 偶数月　第3水曜日 13時～15時

口之津地区老人福祉センター 10時～12時

ありえコレジヨホール

千々石総合支所2階会議室 13時～16時

小浜総合支所2階第2会議室 13時～16時

南串山総合支所2階第1会議室 13時～16時

雲仙市

国見総合支所1階相談室
毎月　第2火曜日
（10月は休止）

9時～12時

瑞穂総合支所1階相談室 9時～12時

ふるさと会館研修室 9時～12時

愛野総合支所1階会議室 9時～12時



市町 開設場所 開設日 開設時間

偶数月　第2木曜日

(4月は第2水曜日に変更)

4月13日（木）

6月8日（木）

8月10日（木）

10月26日（木）

12月14日(木)

令和6年2月8日（木）

 6月1日（木）

9月21日（木）

11月27日（月）

毎月　第3水曜日

（4月は第1水曜日、5月は第3水曜日、
祝日の場合は休止）

毎月　第3木曜日

（祝日の場合は翌開庁日）

毎月　第2火曜日

（祝日の場合は随時変更）

毎月　第3水曜日

（祝日の場合は翌木曜日）

毎月　第2水曜日

（祝日の場合は休止）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌金曜日）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌金曜日）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌金曜日）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌金曜日）

毎月　第1金曜日

（祝日の場合は翌金曜日）

10時～12時

有川支所 10時～12時

奈良尾支所 10時～12時

三井楽町公民館 14時～16時

富江支所 13時～15時

新上五島町

上五島町役場本庁 10時～12時

若松支所 10時～12時

新魚目支所

五島市

五島市役所1階相談室 13時～15時

奈留町総合センター 2階会議室 奇数月　第3水曜日 14時～16時

福江島開発総合センター（岐宿支所） 9時～11時

玉之浦支所1階和室 9時～11時

松浦市

松浦市役所別館会議室 10時～16時

福島保健センター 10時～14時

佐々町 佐々町文化会館 13時～15時


	令和5年5月8日 

