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領域 相談窓口・内容 機関名 相談形態・時間 所在地

一般・総合
県民総合・情報提供窓口
　県政に関する相談、女性からの
相談、NPOに関する相談です。

佐賀県庁行政の窓口
来所相談、電話相談、メール相談等（0952-25-7010、
g-madoguchi@pref.saga.lg.jp）
　平日　８時３０分～１７時１５分

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁新館１階

総合人権相談窓口
　「どこに相談したらいいか分から
ない」「会社で人権研修を開きた
い」など、人権にかかわることは何
でもご相談ください。

人権啓発センターさが
来所相談、電話相談、メール相談（0952-25-7229、
jinken-douwataisaku@pref.saga.lg.jp）
　平日　9時～17時

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁旧館１階

みんなの人権１１０番
　差別や虐待、パワーハラスメント
等、様々な人権問題についての相
談に応じています。

みんなの人権１１０番
電話相談（全国共通 0570-003-110）
　平日　８時３０分～１７時１５分
　（祝日、年末年始を除く）

インターネット人権相談
　様々な人権問題に関するイン
ターネットによる相談です。英語や
中国語も使えます。

インターネット相談
（https://www.jinken.go.jp/）

女性の人権ホットライン
　セクハラやDVなどの女性の人
権問題に関する相談です。

女性の人権ホットライン
電話相談（全国共通 0570-070-810）
　平日　８時３０分～１７時１５分
　（祝日、年末年始を除く）

女性のための総合相談窓口
 アバンセの女性総合相談員によ
る相談です。
　性暴力被害に関する相談も受け
ています。

電話相談（0952-26-0018）
来所相談（原則要予約）
　火曜～土曜　９時～２１時
　日曜・祝日　９時～１６時３０分

女性のための法律相談
　女性の弁護士による相談です。

来所相談（要予約）（ 0952-26-0018）
　第１土曜・第３木曜　１３時～１６時

女性のためのこころの相談
　女性の臨床心理士又は公認心
理師による相談です。

来所相談（要予約）（ 0952-26-0018）
　第１木曜・第３土曜　１４時～１６時

男性のための総合相談窓口
　男性の臨床心理士又は公認心
理師による相談です。

電話相談（080-6426-3867）
　毎週水曜　１９時～２１時
来所相談（要予約）
　第４土曜　１４時～１６時

LGBTsに関する相談
　多様な性に関する相談を受け付
けています。

電話相談（090-1926-8339）
　第２土曜・第４木曜　１４時～１６時

性暴力救援センター・さが
（さがmirai）
　医療支援及びカウンセリング支
援等を行っています。

0952-26-1750
365日２４時間対応

佐賀市嘉瀬町大字中原４００
（独）佐賀県医療センター好生
館内

婦人相談所
　女性に関する様々な相談を受け
付けています。

佐賀県総合福祉センター
　婦人相談所

来所相談・電話相談（0952-26-1212）
　平日　８時３０分～１７時１５分
　（緊急時は２４時間）

佐賀市天祐１－８－５

レディーステレホン
　DV等の女性の相談電話です。

佐賀県警察本部
　人身安全・少年課

電話相談（0952-28-4187）
　平日　８時３０分～１７時１５分

佐賀市松原一丁目１番１６号

ひとり親家庭等相談
　ひとり親家庭や寡婦の抱えてい
る経済上及び生活上の問題に関
する相談です。

ひとり親家庭サポートセンター
来所相談・電話相談・FAX相談
（電話：0952-97-9767、FAX:0952-31-8064）
　火～日曜　　10時～19時（年末年始を除く）

佐賀市神野東2丁目6番10号
　佐賀県駅北館２階

子どもの人権１１０番
　いじめや体罰、児童虐待等、子ど
もの人権問題に関する相談です。

佐賀地方法務局人権擁護課

子どもの人権１１０番
電話相談（全国共通 0120-007-110）
　平日　８時３０分～１７時１５分
　（祝日、年末年始を除く）

佐賀市城内二丁目１０番２０号
　佐賀合同庁舎

佐賀県人権関連相談窓口一覧

人権全般

佐賀地方法務局人権擁護課
佐賀市城内二丁目１０番２０号
　佐賀合同庁舎

女性・男
性・男女共

同参画

佐賀市天神三丁目２番１１号
佐賀県立男女共同参画センター
（アバンセ）内

子ども

佐賀県DV総合対策センター



佐賀県総合福祉センター
　中央児童相談所

来所相談
　平日　　　　　8時30分～17時15分
電話相談（0952-26-1212）
　平日　　　　　8時30分～22時
　土・日・祝日　8時30分～22時
　（虐待等緊急の場合は24時間対応）

佐賀市天祐１－８－５

佐賀県総合福祉センター
　北部児童相談所

来所相談
　平日　　　　　8時30分～17時15分
電話相談（0955-73-1141）
　平日　　　　　8時30分～22時
　土・日・祝日　8時30分～22時
　（虐待等緊急の場合は24時間対応）

唐津市大名小路３－１

いじめホットライン
　小中高校生及び保護者のため
のいじめに関する電話相談です。

電話相談（0952-27-0051）
　３６５日２４時間受付

心のテレホン相談
　小中高校生及び保護者のため
の電話相談です。

電話相談（0952-30-4989）
　３６５日２４時間受付

教育相談
　学校生活全般、進路・適性、お子
さんとのかかわり方及び発達や障
害に関することについての相談窓
口です。

佐賀県教育センター

来所相談・電話相談（0952-62-2189）
　来所相談（原則として学校・園を通して申込み）
　　月・火・木・金曜 　９時３０分～１５時５０分
　電話相談（匿名で相談できます）
　　月～金曜 　８時３０分～１７時

佐賀市大和町大字川上字西山

思春期こころの相談
　不登校やひきこもりなど思春期
に関する問題でお悩みの方の相
談です。

精神保健福祉センター
来所相談（要予約）・電話相談（0952-73-5060）
　平日　８時３０分～１７時１５分

小城市小城町１７８－９

ヤングテレホン
　少年の非行など少年に関する悩
みや困りごとの相談電話です。

佐賀県警察
少年サポートセンター

電話相談　平日　８時３０分～１７時１５分
　フリーダイヤル（0120-29-7867）ふかくなやむな

佐賀市松原二丁目２番２７号
　佐賀バルーンミュージアム３階
　佐賀市青少年センター内

子ども・若者総合相談センター
　さまざまな困難を抱える子ども・
若者の社会参加や自立を支援し
ます。

佐賀県子ども・若者総合相談セ
ンター

来所相談・訪問支援（0952-97-8246）
　平日　１１時～１８時（要予約）

佐賀市白山二丁目２番７号
　KITAJIMAビル１階

１８さいまでの子どもがつながる
チャイルドライン

　

電話相談（0120-99-7777）　毎日　16時～21時
チャット相談　16時～21時
　　　　　第1･3水曜　毎週木、金、土
　（年末年始を除く）

　

　認知症の方とその家族の方等の
電話相談窓口です。
若年性認知症支援コーディネー
ターを配置しています。

佐賀県認知症コールセンター
佐賀県若年性認知症支援セン
ター

電話相談（0952-37-8545）
　月～金曜（年末年始、祝日を除く）
　１０時～１６時

佐賀市神野東二丁目６番１号

高齢者総合相談支援 地域包括支援センター
各市町の地域包括支援センター（県内４７か所)に直接
お尋ねください。

佐賀県障害者権利擁護センター
　障害者虐待の発見者や虐待を
受けた障害者からの届出を受け
ています。

電話相談（080-8394-8431）
　３６５日２４時間受付

障害を理由とする差別の解消推
進窓口
　障害を理由とする差別に関する
相談窓口です。

来所相談・電話相談・メール相談等（0952-25-7401、
shougaifukushi@pref.saga.lg.jp）
　平日　８時３０分～１７時１５分

子ども

児童相談
　子育ての悩み、子どもの発達、非
行、性格・行動・しつけ、虐待など
子どもに関する相談です。

佐賀県教育委員会学校教育課
　生徒支援室

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁旧館３階

高齢者

障害者

佐賀県障害福祉課
佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁新館３階



障害者１１０番
　障害者の日常生活の悩み、権利
擁護に関する相談です。

佐賀県障害者社会参加推進セ
ンター

来所相談・電話相談（0952-24-8110）
　平日　９時～１６時

佐賀市神野東二丁目６番１０号
　佐賀県障害者福祉会館

身体障害者更生相談所
　身体に障害がある方の生活や
自立を支援します。

知的障害者更生相談所
　１８歳以上の知的障害者の福祉
に関する相談や療育手帳の交付
を行います。

聴こえの相談
　聴覚に障害のある方の社会参
加や自立を支援するため、相談対
応や聴力測定などを行います。

佐賀県聴覚障害者サポートセン
ター

メール問い合わせ（info@saga-mimisapo.jp）
来所相談（0952-40-7700）
　月曜､祝日､年末年始を除く９時３０分～１８時（聴こえの
相談は要予約）

佐賀市白山二丁目１番１２号
　佐賀商工ビル４階

補助犬に関する相談窓口
　補助犬の同伴や使用に関する相
談窓口です。

佐賀県障害福祉課
来所相談・電話相談（0952-25-7064）
　平日　８時３０分～１７時１５分

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁新館３階

エイズ患者、HIV感染者、その他
感染症に関する相談

佐賀県健康福祉政策課
　県内５保健福祉事務所
　(検査は無料・匿名）

来所相談・電話相談　平日　８時３０分～１７時
　佐賀県健康増進課（0952-25-7075）
　佐賀中部保健福祉事務所（0952-30-1325）
　鳥栖保健福祉事務所（0942-83-3579）
　唐津保健福祉事務所（0955-73-4186）
　伊万里保健福祉事務所（0955-23-2101）
　杵藤保健福祉事務所（0954-22-2104）

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁旧館３階
佐賀市八丁畷町１－２０
鳥栖市元町１２３４－１
唐津市大名小路３－１
伊万里市新天町坂口１２２－４４
武雄市武雄町昭和２６５

難病相談
　病気や生活などについての悩み
や不安の相談です。

佐賀県難病相談支援センター
来所相談、電話相談、メール相談（0952-97-9632、
info@saga-nanbyo.com）
　月曜、年末年始を除く日　１０時～１９時

佐賀市神野東二丁目６番１０号
　佐賀県駅北館２階

労働相談窓口
　労働相談全般の窓口です。内容
に応じて相談窓口を紹介します。

佐賀県産業人材課
来所相談、電話相談、メール相談等（0952-25-7100、
sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp）
　平日　８時３０分～１７時１５分

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁新館9階

総合労働相談コーナー
　職場におけるハラスメント等、労
働に関する総合的な相談窓口で
す。内容に応じて相談窓口を紹介
します。

佐賀労働局　雇用環境・均等室
来所相談、電話相談（0952-32-7218）
　平日　8時30分～17時15分（祝日、年末年始を除く）

佐賀市駅前中央3-3-20
　佐賀第２合同庁舎５階

さが多文化共生センター
　在住外国人の生活全般に関して
相談できます。

佐賀県国際課

来所相談・電話相談・メール・SNS相談
（0952-22-7830、info@spira.or.jp
　LINE ID @921uckas）
　平日　９時～１６時

佐賀市白山二丁目１番１２号
　佐賀商工ビル１階
（佐賀県国際交流プラザ内）

外国語人権相談ダイヤル
　中国語、韓国語、英語等１０言語
に対応し、法務局につながります。

佐賀地方法務局人権擁護課

外国語人権相談ダイヤル
電話相談（全国共通 0570-090911）
　平日　９時～１７時
　（祝日、年末年始を除く）

佐賀市城内二丁目１０番２０号
　佐賀合同庁舎

ほっとネットライン相談窓口
　子どもたちを取り巻くネットトラブ
ル相談窓口です。

特定非営利活動法人
　ＩＴサポートさが

電話相談（0120-797-100）
　平日　９時～１８時
　メール・ＳＮＳ相談
  　　　（help@it-saga.net、
　　　　　 LINE-ID：@hotnetline）

佐賀市神野東二丁目１番２５号

違法・有害情報相談センター
　インターネット上の誹謗中傷、名
誉棄損、プライバシー侵害、人権
侵害、長作権侵害などの対応や
削除方法、その他トラブルに関す
る対応方法を案内します。

違法・有害情報相談センター
（総務省支援事業）

 　

患者等

労働環境

外国人

インターネ
ト

障害者

佐賀県総合福祉センター
来所相談・巡回相談（0952-24-1442）
　平日　８時３０分～１７時１５分

佐賀市天祐１－８－５



性犯罪被害相談電話　#８１０３
（ハートさん）
　あなたの声をしっかりと受け止め
ます。

佐賀県警察本部
　捜査第一課

電話相談　全国共通＃8103（ハートさん）
　フリーダイヤル（0120-73-8103）
　２４時間対応で、平日の８時３０分～17時１５分は佐賀
県警本部の女性職員が対応します。（女性職員が不在の
ときは、男性職員が対応する場合があります。）

佐賀市松原一丁目１番１６号

被害者等相談窓口
　犯罪や事故等の被害者の方や
そのご家族をサポートします。

認定特定非営利活動法人
　被害者支援ネットワーク佐賀
　　VOISS

電話相談（0952-33-2110）
　平日10時～17時（祝日、年末年始を除く）
メール相談（voiss@f3.dion.ne.jp）

佐賀市八丁畷町1-20
　佐賀県衛生合同庁舎別館

被災者
被災者支援
東日本大震災で被災された方の
支援に関する相談です。

佐賀県法務私学課

来所相談、電話相談、メール相談等
（0952-25-7385、
hisaishashien@pref.saga.lg.jp）
　平日　８時３０分～１７時１５分

佐賀市城内一丁目１番５９号
　佐賀県庁新館５階

佐賀いのちの電話
社会福祉法人　佐賀いのちの電
話

電話相談（0952-34-4343）３６５日２４時間
フリーダイヤル
　(0120-400-337）毎日23時～5時　佐賀県内
　(0120-783-556）毎月１０日８時～１１日８時
　　　　　　　　　全国一斉

〒８４９－８６９１
　佐賀北郵便局私書箱４号

佐賀県自殺予防夜間相談電話 電話相談（0120-400-337)　毎日23時～5時

法的トラブルに関する情報提供及
び法律相談等

法テラス佐賀

来所及び電話相談（要予約)
　0570-078361(IP電話をご利用されている方は、
050-3383-5510)
　平日9時～17時（祝日、年末年始を除く）

佐賀市駅前中央1-4-8
　太陽生命佐賀ビル3階

弁護士による法律相談 佐賀県弁護士会

相談の予約・案内等
佐賀・鳥栖・武雄地区の居住者（0952-24-3411）
　平日9時～１２時、１３時～１７時
唐津地区の居住者（０９５５－７３－２９８５）
　平日9時～１２時、１３時～１７時

佐賀市中の小路7-19
（唐津部会）
唐津市中町1513-3

消費生活に関する様々な質問相
談

佐賀県消費生活センター

来所相談（要予約）電話相談（０９５２－２４－０９９９）、
FAX相談（０９５２－２４－９５６７）、メール相談
　来所相談　火曜～日曜日　9時～17時
　電話、FAX相談　毎日9時～17時、メール相談はHPの
「相談入力フォーム」をご利用ください。
　（年末年始を除く）

佐賀市天神３－２－１１
　アバンセ３階

佐賀県生活自立支援センター
　県内10町にお住いの方の、生
活、仕事、家計などの生活困窮に
かかわる相談支援を行います。
※市にお住まいに方は、居住先の
生活自立支援センターへご相談く
ださい。

佐賀県生活自立支援センター
来所相談、電話相談（０９５２－２０－００９５）
　平日9時～18時（祝日、年末年始を除く）

佐賀市八戸溝1丁目15-3

　 　

　

犯罪被害
者

その他


