
主な相談窓口一覧(一部県外含む。） 

相談内容 機関名（相談窓口） 電話番号 

行政相談 
佐賀行政監視行政相談センター 

0952-25-1100 

0570-090110 

政策評価情報の所在案内 0952-22-2651 

情報通信行政全般 
九州総合通信局 総合通信相談所 

※所在地：熊本市
096-326-7819

登記、戸籍、供託、人権等

（支局・出張所で取り扱って

いない事務があります。） 

佐賀地方法務局 0952-26-2148 

佐賀地方法務局鳥栖出張所 0942-82-2497 

佐賀地方法務局武雄支局 0954-22-2435 

佐賀地方法務局伊万里支局 0955-23-2492 

佐賀地方法務局唐津支局 0955-74-1441 

出入国審査及び在留審査

手続 
福岡出入国在留管理局佐賀出張所 0952-36-6262 

保護観察・（矯正施設に入っ

ている方の）生活環境調整・

犯罪被害者等支援・犯罪予

防活動等 

佐賀保護観察所 0952-24-4291 

非行、いじめ、家庭内暴力な

どの子どもの問題 
さが法務少年支援センター（佐賀少年鑑別所） 0952-27-3277 

犯罪被害者支援（各種相

談、各種情報提供） 
佐賀地方検察庁 被害者ホットライン 0952-22-4259 

国有財産、たばこ販売、金

融等 
佐賀財務事務所 

0952-32-7161 

0952-32-7177 
(金融円滑化相談窓口) 

多重債務 福岡財務支局 多重債務相談窓口 092-411-7291

輸出入通関、密輸の情報等 

門司税関(唐津市、伊万里市、東松浦郡、西松

浦郡）   ※所在地：北九州市 

050-3530-8306

0120-461-961 

（密輸情報） 

長崎税関(門司税関の管轄する地域を除く市町）  

※所在地：長崎市
095-828-8611

国税（所得税、法人税、相続

税、贈与税等） 

佐賀税務署（自動音声案内） 0952-32-7511 

唐津税務署（自動音声案内） 0955-72-3141 

鳥栖税務署（自動音声案内） 0942-82-2185 

伊万里税務署（自動音声案内） 0955-23-3147 



相談内容 機関名（相談窓口） 電話番号 

武雄税務署（自動音声案内） 0954-23-2127 

労働問題に関する総合的な

相談 

佐賀労働局総合労働相談コーナー 0952-32-7218 

佐賀総合労働相談コーナー ※佐賀労働基準

監督署内 
0952-32-7189 

唐津総合労働相談コーナー ※唐津労働基準

監督署内 
0955-73-2179 

武雄総合労働相談コーナー ※武雄労働基準

監督署内 
0954-22-2165 

伊万里総合労働相談コーナー ※伊万里労働

基準監督署内 
0955-23-4155 

賃金、労働条件、労働安

全、労働衛生、労災保険等 

佐賀労働基準監督署 0952-32-7133 

唐津労働基準監督署 0955-73-2179 

武雄労働基準監督署 0954-22-2165 

伊万里労働基準監督署 0955-23-4155 

職業相談、雇用保険等 

佐賀公共職業安定所（自動音声案内） 0952-24-4361 

ヤングハローワーク SAGA ※（雇用保険を除き、

職業相談・紹介のみ。)
0952-24-2616 

唐津公共職業安定所 0955-72-8609 

武雄公共職業安定所 0954-22-4155 

伊万里公共職業安定所 0955-23-2131 

鳥栖公共職業安定所 0942-82-3108 

（注） 

※印は雇用保険の取扱い

は行っていません。 

鹿島公共職業安定所 0954-62-4168 

多久市ふるさとハローワーク ※（雇用保険を除

き、職業相談・紹介のみ。） 
0952-75-2144 

働き方改革、男女雇用機会

均等、育児・介護休業等 
佐賀労働局雇用環境・均等室 0952-32-7218 

健康保険、船員保険等に係

る療養に関する監督、保険

医療機関、保険薬局等の療

養担当者に対する監督 

九州厚生局佐賀事務所 0952-20-1610 

海外渡航者の感染症に関す

る健康相談 
福岡検疫所 ※所在地：福岡市 092-291-3585

農政に関するご相談、問合

せ窓口 
九州農政局 地方参事官ホットライン 0952-23-3131 

国営筑後川下流右岸農地

防災事業の水路工事 

九州農政局 

筑後川下流右岸農地防災事業所 
0952-34-6130 



相談内容 機関名（相談窓口） 電話番号 

輸出入植物及び国内植物の

検疫 
門司植物防疫所福岡支所伊万里出張所 0955-28-2573 

犬・猫等のペットや畜産物の

輸出入 
動物検疫所門司支所 ※所在地：北九州市 093-321-1116

国有林野の管理・経営等 

佐賀森林管理署 0952-26-1111 

東脊振森林事務所 0952-52-2626 

三瀬森林事務所 0952-52-2650 

唐津森林事務所 0955-72-2809 

鹿島森林事務所 0954-62-2641 

伊万里森林事務所 0955-23-3035 

水産資源管理、漁業調整、

指定漁業の許認可、漁船の

指導・取締 

九州漁業調整事務所 ※所在地：福岡市 092-273-2000

貿易、中小企業の海外展開

支援、産学官連携、産業財

産権、電気用品安全関係等 

九州経済産業局 ※所在地：福岡市 092-482-5405

河川（六角川、松浦川、嘉瀬

川の管轄管理区域等）、厳

木ダム 

武雄河川事務所 0954-23-5151 

武雄河川事務所牛津出張所 0952-66-0315 

武雄河川事務所松浦川出張所 0955-77-1735 

武雄河川事務所朝日出張所 0954-22-3014 

武雄河川事務所嘉瀬川出張所 0952-68-2362 

武雄河川事務所厳木ダム管理支所 0955-63-2500 

嘉瀬川ダム、城原川ダム、佐

賀導水路事業 

佐賀河川事務所 0952-41-8801 

佐賀河川事務所嘉瀬川ダム管理支所 0952-51-8321 

河川（筑後川右岸、早津江

川、諸富川、佐賀江川、城

原川、田手川の管轄管理区

域） 

筑後川河川事務所諸富出張所 0952-97-0084 

道に関する意見・要望・相談 
九州地方整備局 道の相談室 

※所在地：福岡市

092-672-5614

♯9910（緊急通報）

国道（3号、34号、35号、202

号、203 号、208 号及び 497

号の指定区間）の工事、維

佐賀国道事務所 0952-32-1151 

佐賀国道事務所武雄維持出張所 0954-23-3206 



相談内容 機関名（相談窓口） 電話番号 

持管理等 佐賀国道事務所鳥栖維持出張所 0942-83-2505 

佐賀国道事務所唐津維持出張所 0955-78-0058 

一般国道 208 号（有明海沿

岸道路の指定区間）の工

事、維持管理等 

有明海沿岸国道事務所 0944-74-2930 

国営吉野ケ里歴史公園の整

備、管理 
国営海の中道海浜公園事務所 歴史公園課 0952-53-3902 

重要港湾（唐津港、伊万里

港）と避難港（呼子港）の港

湾整備等 

唐津港湾事務所 0955-72-3109 

車検、登録、自動車運送事

業等 

佐賀運輸支局（本庁舎）企画輸送部門 0952-30-7271 

登録手続き案内(自動音声案内) 050-5540-2082

検査手続き案内(自動音声案内) 050-5540-2082

海運業、船員、海技免状等 佐賀運輸支局（唐津庁舎） 0955-72-3009 

海洋の基礎データ、マリンレ

ジャーに必要な情報の提供

など海に関する質問 

第七管区海上保安本部海洋情報部「海の相談

室」  ※所在地：北九州市 
093-331-0033

海上で発生した犯罪の被害

者に対する支援 
唐津海上保安部  ※所在地：唐津市 0955-74-4323 

廃棄物・リサイクル対策、環

境保全対策、野生生物の保

護管理等 

九州地方環境事務所 ※所在地：熊本市 096-322-2400

玄海原子力発電所の原子力

安全規制 
玄海原子力規制事務所 0955-74-9050 

防衛施設の用地取得、財産

管理、飛行場周辺に所在す

る家屋等への騒音対策等 

九州防衛局 ※所在地：福岡市 092-483-8811

産業保健に関する相談・支

援 

治療と仕事の両立支援に関

する相談・支援 

各種助成金 

佐賀産業保健総合支援センター 0952-41-1888 

労働者の健康管理

(メンタルヘルスを含

む）に関する相談・支援

佐賀地域産業保健センター 
080-5952-8508

080-5952-850９

唐津東松浦地域産業保健センター 080-5952-8510

杵藤地域産業保健センター 080-5952-851１

伊万里・有田地域産業保健センター 080-5952-851２



相談内容 機関名（相談窓口） 電話番号 

高年齢者雇用に関する相

談、障害者雇用納付金制

度、各種助成金（高年齢者・

障害者） 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 

高齢・障害者業務課 

0952-37-9117 

求職者支援訓練の認定申請

及び実施 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 

求職者支援課 

0952-26-9496 

障害者雇用に関する相談・

支援 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 佐賀障害者職業センター  
0952-24-8030 

離職者及び在職者の職業訓

練、施設設備貸与 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 佐賀職業能力開発促進センター 

訓練課 

生産性向上人材育成支援センター 

0952-26-9516 

※　「行政機関等ガイドブック-佐賀県版-(令和2年11月）」に記載している内容です。
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