
月　日 曜日 市　町 場　　　　　　　　　　所 相談委員氏名 時　間

みやき町 みやき町三根庁舎 緒方　智子 9:00～12:00
白石町 白石町健康センター 西山　里美 10:00～12:00

5月8日 (月) 吉野ヶ里町 三田川健康福祉センター 「ふれあい館」 野口　力 13:30～16:00
小城市 小城市役所２階　2-1会議室 古川　吉光 13:30～15:30
神埼市 神埼市千代田交流センター 佐藤　広 13:00～16:00

みやき町 中原庁舎１－３会議室 糸山　英幸 9:00～12:00
唐津市浜玉市民センター　第3会議室 田中　宏 9:00～12:00
唐津市鎮西市民センター ２階相談室 野﨑　英信 13:00～16:00
唐津市肥前市民センター　102号会議室 山添　敏夫 13:00～16:00
佐賀市三瀬公民館 藤原　雅秀 9:30～12:00
佐賀市久保田公民館２階　中会議室 横尾　敏郎 10:00～12:00
佐賀市川副支所　相談室１ 松本　敏子 9:30～11:30

鳥栖市 鳥栖市役所 市民協働推進課相談室 高木　秀基 9:00～15:00
太良町 太良町大浦公民館 西村　正史 9:00～12:00
嬉野市 嬉野老人福祉センター　相談室 田　正信 9:00～12:00
唐津市 唐津市北波多老人憩の家 宮本　展光 10:00～12:00
嬉野市 嬉野市中央公民館 　第2研修室 筒井　保 9:00～12:00
唐津市 七山公民館 中島　啓勝 9:00～12:00
佐賀市 佐賀市役所 市民相談室 小林　広子 13:30～16:00
神埼市 神埼市脊振交流センター 真島　満 9:00～12:00
江北町 江北町公民館　談話室 江口　栄子 10:00～12:00
神埼市 神埼市役所　３階共用会議室 甲斐　聴助 13:00～16:00
大町町 大町町役場　暮らし相談室 狩峰　亮司 10:00～15:00

5月16日 (火) 唐津市 唐津市相知市民センター 別館２階第３会議室 田中　士郎 9:00～12:00
佐賀市 佐賀市東与賀保健福祉センター　健康相談室 碇　雅行 13:30～15:30

有田町生涯学習センター 南館２階　青少年相談室 大串　学 9:00～12:00
有田町庁舎別館３階 西公民館中会議室 池田　和枝 9:00～12:00

宮田　清一
志佐　暁美

5月15日 (月)

有田町5月17日 (水)

唐津市 唐津市役所 人権相談室 10:00～15:00

5月12日 (金)

令和5年５月開催の行政相談所
（総務省佐賀行政相談センター）

5月1日 (月)

5月9日 (火)

唐津市

5月10日 (水)

佐賀市

5月11日 (木)



佐賀市 佐賀市大和支所１階　第１会議室 森田　伊三 10:00～12:00
多久市 中央公民館　研修室 野口　治見 10:00～15:00
基山町 基山町民会館 ２階会議室A 内山　敏行 13:00～16:00

福岡　俊剛
中村　穂波

佐賀市 佐賀市役所 市民相談室 山田　恭子 13:30～16:00
みやき町 みやき町コミュニティセンター 「こすもす館」 太田　勘 9:00～12:00
伊万里市 伊万里市役所 市民相談室 多久島　美隆 9:00～12:00
佐賀市 佐賀市富士支所２階　第3会議室 原　夏雄 10:00～12:00
鳥栖市 鳥栖市役所 市民協働推進課相談室 権藤　美和子 9:00～15:00

馬場　恒信
大塚　信一郎
山田　浩則

5月26日 (金) 佐賀市 佐賀市産業振興会館２階　小会議室 北園　公博 13:30～15:30

＊行政相談委員が相談に応じます。

＊変更する場合がありますので、市役所又は町役場にお尋ねください。

＊お問合せは、総務省佐賀行政相談センター（０９５２－２２－２６５１）まで。

鹿島市役所 ５階会議室 13:00～14:30

5月19日 (金)

5月24日 (水)
武雄市 武雄市役所 ２階 相談室 9:00～12:00

5月18日 (木)

鹿島市

※ 各会場施設等の方針に沿って、行政相談委員がマスクの

着用等行っている場合があります。ご理解とご協力をお願い

いたします。



月　日 曜日 市　町 場　　　　　　　　　　所 相談委員氏名 時　間

佐賀市三瀬公民館 藤原　雅秀 9:30～12:00
佐賀市川副支所　相談室１ 松本　敏子 9:30～11:30

多久市 中央公民館　研修室 野口　治見 10:00～15:00
みやき町 みやき町三根庁舎 緒方　智子 9:00～12:00
唐津市 唐津市北波多公民館 宮本　展光 10:00～15:00
佐賀市 佐賀市役所 市民相談室 吉村　久子 13:30～16:00
江北町 江北町公民館　談話室 江口　栄子 10:00～15:00

三田川健康福祉センター 「ふれあい館」 野口　力 13:30～16:00
吉野ヶ里農村環境改善センター 高島　正子 9:30～12:00

白石町 白石町健康センター 研修室 小野　勝康 10:00～12:00
6月6日 (火) 唐津市 唐津市呼子公民館 本城　さと子 9:00～12:00
6月7日 (水) 佐賀市 佐賀市産業振興会館２階　小会議室 北園　公博 13:30～15:30

佐賀市 佐賀市役所 市民相談室 小林　広子 13:30～16:00
神埼市 神埼市脊振交流センター 真島　満 9:00～12:00
小城市 小城市役所２階　2-1会議室 今村　洋行 13:30～15:30
神埼市 神埼市千代田交流センター 佐藤　広 13:00～16:00

みやき町 中原庁舎１－３会議室 糸山　英幸 9:00～12:00
唐津市浜玉市民センター　第3会議室 田中　宏 9:00～12:00
唐津市鎮西市民センター ２階相談室 野﨑　英信 13:00～16:00

佐賀市 佐賀市久保田公民館２階　中会議室 横尾　敏郎 10:00～12:00
鳥栖市 鳥栖市役所 市民協働推進課相談室 高木　秀基 9:00～15:00
太良町 太良町総合福祉保健センター 「しおさい館」 西村　正史 9:00～12:00
嬉野市 嬉野老人福祉センター　相談室 田　正信 9:00～12:00
佐賀市 佐賀市大和支所１階　第１会議室 森田　伊三 10:00～12:00
基山町 基山町民会館 ２階会議室A 内山　敏行 13:00～16:00

福岡　俊剛
中村　穂波

嬉野市 嬉野市中央公民館 　第2研修室 筒井　保 9:00～12:00
佐賀市 佐賀市役所 市民相談室 山田　恭子 13:30～16:00

みやき町 みやき町コミュニティセンター 「こすもす館」 太田　勘 9:00～12:00
伊万里市 伊万里市役所 市民相談室 池田　豊子 9:00～12:00
神埼市 神埼市役所　３階共用会議室 甲斐　聴助 13:00～16:00
大町町 大町町役場　暮らし相談室 狩峰　亮司 10:00～15:00

6月13日 (火)

唐津市

令和5年6月開催の行政相談所
（総務省佐賀行政相談センター）

6月1日 (木)

佐賀市

6月2日 (金)

6月5日 (月)
吉野ヶ里町

6月9日 (金)

6月14日 (水)

6月15日 (木)
鹿島市 13:00～14:30

6月16日 (金)

6月19日 (月)

鹿島市役所 ５階会議室



6月20日 (火) 唐津市 唐津市相知市民センター 別館２階第３会議室 田中　士郎 9:00～12:00
佐賀市 佐賀市東与賀保健福祉センター　健康相談室 碇　雅行 13:30～15:30

有田町生涯学習センター 南館２階　青少年相談室 大串　学 9:00～12:00
有田町庁舎別館３階 西公民館中会議室 池田　和枝 9:00～12:00

玄海町 玄海町役場  ４階和室 中山　由実 9:00～12:00

唐津市 唐津市役所 人権相談室
宮田　清一
志佐　暁美

10:00～15:00

佐賀市 佐賀市富士支所２階　第3会議室 原　夏雄 10:00～12:00
鳥栖市 鳥栖市役所 市民協働推進課相談室 権藤　美和子 9:00～15:00

馬場　恒信
大塚　信一郎
山田　浩則

6月21日 (水)
有田町

6月28日 (水)
武雄市 武雄市役所 ２階 相談室 9:00～12:00

＊行政相談委員が相談に応じます。

＊変更する場合がありますので、市役所又は町役場にお尋ねください。

＊お問合せは、総務省佐賀行政相談センター（０９５２－２２－２６５１）まで。

※ 各会場施設等の方針に沿って、行政相談委員がマスクの

着用等行っている場合があります。ご理解とご協力をお願い

いたします。
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