
地区 開催時期 開催時間 開催場所 予約制 電話番号

鶴見区 毎月第２・４木曜日 １３：００～１５：００ 鶴見区役所ロビー 045-510-1680

神奈川区 毎月第３火曜日 １３：００～１５：００ 神奈川区役所１Ｆ区民ホール ○ 045-411-7021

港北区 毎月第２火曜日 １３：００～１５：００ 港北区役所１F特別相談室 ○ 045-540-2223

緑　区 毎月第４木曜日 １３：００～１５：００ 緑区役所1階相談室またはロビー 045-930-2219

青葉区 毎月第３木曜日 １３：００～１６：００ 青葉区役所相談室 045-978-2222

都筑区 毎月第４金曜日 １３：００～１６：００ 都筑区役所１F総合案内脇または特別相談室 045-948-2222

西　区 毎月第４金曜日 １３：００～１６：００ 西区役所１階　特別相談室 045-320-8322

中　区 未開催 － － 045-224-8121

南　区 毎月第４木曜日 １３：００～１６：００ 南区役所ロビー 045-341-1112

保土ケ谷区 毎月第３木曜日 １３：００～１６：００ 保土ケ谷区役所本館2F相談室 045-334-6221

旭　区 毎月第１木曜日 １３：００～１５：００ 旭区役所1階情報発信コーナー 045-954-6022

瀬谷区
毎月第２木曜日

（※前営業日までの予約制）
１３：００～１６：００ 瀬谷区役所相談室 ○ 045-367-5636

港南区 毎月第２木曜日 １３：００～１６：００ 港南区役所１F相談所 045-847-8321

磯子区
毎月第２水曜日

（※前営業日までの予約制）
１３：００～１６：００ 磯子区役所１F相談室 ○ 045-750-2335

金沢区 毎月第２木曜日 １３：００～１６：００ 金沢区役所１F相談室 ○ 045-788-7723

戸塚区 毎月第１水曜日 １３：００～１６：００ 戸塚区役所９F特別相談室 ○ 045-866-8321

栄　区 随　時 － － 045-894-8335

泉　区 毎月第３木曜日 １３：００～１６：００ 泉区役所区民ホール 045-800-2337

川崎区 毎月第１金曜日 １３：００～１６：００ 川崎区役所相談室 ○ 044-201-3135

幸　区 毎月第３木曜日 １３：００～１６：００ 幸区役所地域振興課相談情報担当 ○ 044-556-6608

中原区 毎月第２木曜日 １３：００～１６：００ 中原区役所4Ｆ地域振興課相談室 ○ 044-744-3154

高津区 毎月第２火曜日 １３：００～１６：００ 高津区役所地域振興課相談室 ○ 044-861-3141

宮前区 毎月第３水曜日 １３：００～１６：００ 宮前区役所地域振興課相談室 ○ 044-856-3132
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多摩区 毎月第４金曜日 １３：００～１６：００ 多摩区役所相談室 ○ 044－935-3141

麻生区 毎月第２火曜日 １３：００～１６：００ 麻生区役所地域振興課内 ○ 044-965-5119

毎月第３水曜日 緑区役所市民相談室

奇数月の第２木曜日 城山まちづくりセンター

偶数月の第１金曜日 津久井まちづくりセンター

奇数月の第３木曜日 相模湖まちづくりセンター

偶数月の第２金曜日 藤野まちづくりセンター

中央区 毎月第２水曜日 中央区役所市民相談室

南　区 毎月第１水曜日 南区役所市民相談室

毎月第３火曜日 １３：００～１６：００ 横須賀市役所市民相談室 ○ 046-822-8114

６月１３日（月）
８月２日（火）

１０月１８日（火）
１２月１２日（月）

２月７日（火）

１３：００～１６：００

市役所本庁舎：８月２日（火）,２月７日
（火）
市役所本庁舎ロビー（特設相談）：１０
月１８日（火）
大船支所：６月１３日（月）,１２月１２日
（月）

0467-23-3000

毎月第１木曜日 １３：００～１５：００ 逗子市役所 ○ 046-873-1111

毎月原則第１金曜日 １３：００～１５：００ 三浦市役所別棟2階市民相談室 ○ 046-882-1111

毎月第２火曜日 １３：３０～１５：３０ 葉山町役場会議室 ○ 046-876-1111

毎月第１月曜日 １３：００～１６：００ 平塚市役所市民相談室 0463-21-8764

毎月第１・第３月曜日 １３：００～１６：００ 藤沢市役所市民相談室 0466-50-3568
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毎月第２・第４水曜日 １３：００～１５：００ 茅ヶ崎市役所市民相談課相談室 ○ 0467-82-1111

奇数月の第４金曜日 １３：００～１５：００ 寒川町役場本庁舎2階の町民相談室

７月の第４金曜日 １３：００～１５：００ 南部文化福祉会館

11月の第４金曜日 １４：００～１６：００
シンコースポーツ寒川アリーナ
（寒川総合体育館）

毎月第２木曜日 １３：００～１６：００ 大磯町福祉センター｢さざれ石｣ ○ 0463－61－4100

毎月 第４木曜日 １３：００～１６：００ 二宮町社会福祉協議会会議室 0463-71-3313

毎月 第３木曜日 １３：３０～１５：３０ 小田原市役所市民相談室 ○ 0465-33-1775

毎月第２金曜日 ９：３０～１１：３０ 南足柄市役所１Ｆ市民相談室 0465-73-8004

偶数月20日前後
(6月、10月は午後も開催)

９：３０～１１：３０
（１３：３０～１５：３０）

町保健福祉センターもしくは
井ノ口公民館

0465-81-1111

毎月17日
（土・日・祝日の場合は、翌開庁日）

１０：００～１２：００ 大井町役場町民相談室 0465-85-5004

毎月15日前後 １０：００～１２：００ 松田町生涯学習センター第２学習室 ○ 0465-83-1225

毎月20日
（土・日・祝祭日の場合は、翌開庁日）

１３：００～１７：００ 山北町役場会議室 0465-75-3651

毎月 第２水曜日 ９：３０～１１：３０ 開成町民センター２F中会議室B 0465-84-0316

0467-74-1111
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不定期
(開催場所毎に指定)

"13：30～15：30
※当面は13：30～14：00

に短縮予定
●心配ごと相談の内容

・生活福祉相談
・人権相談
・行政相談
・教育相談

※教育相談は11：00～
　15：30（完全予約制）"

"● 【心配ごと相談】   担当⇒福祉部
福祉課地域福祉係
箱根町役場分庁舎     ⇒6/8（水）、
8/3（水）、10/5（水）、2/2（木）
温泉公民館　　　     ⇒ 5/17（火）、
7/12（火）、10/18（火）、1/17（火）
さくら館 　　　　　⇒ 5/16（月）、9/12
（月）、12/12（月）、2/13（月）
仙石原文化センター ⇒ 6/14（火）、
9/27（火）、12/13（火）、3/14（火）
箱根集会所　　　　 ⇒ 5/10（火）、11/1
（火）
元箱根集会所　　　 ⇒ 9/6（火）、2/7
（火）"		

○ 0460-85-7160

毎月５日 １０：００～１５：００ 真鶴町民センター 0465-68-1131

毎月10日 宮下会館１F

毎月20日 文化福祉会館1F

毎月第１木曜日 １３：００～１６：００ 秦野市役所教育庁舎相談室 ○ 0463-82-5128

毎月第２・第４木曜日
（10月は除く）

１３：００～１６：００
厚木市役所本庁舎１F
総合相談コーナー

046-225-2100

毎月第３水曜日 １３：３０～１６：００ 大和市役所

毎月第２火曜日 ９：３０～１２：００ 高座渋谷イコーザ相談コーナー

毎月第３水曜日 １３：３０～１６：００ 伊勢原市役所内相談室 ○ 0463-94-4717

毎月第４火曜日 ９：００～１２：００ 市民相談課内相談室 ○ 046-235-4567

毎月第３木曜日 ９：３０～１１：３０ 座間市役所相談室 ○ 046-252-8146
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毎月第２月曜日 １３：００～１６：００ 綾瀬市役所２Ｆ相談室 0467-70-5605

奇数月の第２金曜日 １０：００～１１：３０

偶数月の第２金曜日 １３：３０～１５：００

5/20、7/22、9/22、
11/18、1/20、3/24

９：００～１１：００ 清川村役場３階会議室 046-288-1212

愛川町役場相談室 ○ 046-285-2111

清川村

綾瀬市

愛川町
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