
相談一覧
市民のための相談窓口（大津市関係）

相談項目 相談内容 相談日時 問合せ先

法律相談※
相続、離婚、親権、養育費、金銭問題、借地借家問題など

毎週水曜日　第1・3金曜日
（第5週を除く）� 9：00～12：00

13：00～16：00

市民相談室
528-2666

※祝休日・お盆期間・年末年始
期間は除く。毎月1日号の「広
報おおつ」をご確認くださ
い。

女性のための
法律相談※

第1・3火曜日 13：00～16：00
第2・4火曜日� 9：00～12：00

税務相談※ 所得税、譲渡税、贈与税、相続税など
第1・3・5月曜日
第4月曜日（12月～3月）
� 13：00～16：00

境界問題相談※ 土地境界に関する悩み、疑問など 第1木曜日（奇数月のみ）
13：00～16：00

相続手続相談 相続準備の手続き（終活）及び相続開始後の諸手続き 第1木曜日（偶数月のみ）
9：00～12：00

身近なもめごと相談※ ご近所トラブルなどを話し合いで円満に解決したい時の
手続き方法など

第1木曜日（偶数月のみ）
13：00～16：00

登記相談※ 土地や建物の登記、相続に関する登記など 第2木曜日 13：00～16：00

行政書士相談※ 官公庁への手続、契約書等の書類作成など 第2金曜日 13：00～16：00

建築相談※ 住宅の購入、新・改築、バリアフリーなど 第3木曜日 13：00～16：00

不動産相談※ 不動産売買、土地賃貸借、土地活用など 第4木曜日 13：00～16：00

公証人相談※ 遺言、任意後見、離婚協議等の公正証書作成手順など 第4金曜日 13：00～16：00
市民相談 市政に関すること 月曜日～金曜日� 9：00～17：00

（※）祝休日、年末年始は除く。

※は予約制です。

相談項目 相談内容 相談曜日・時間 問合せ先
女性カウンセラー

による
女性の悩み相談

（予約制）
夫婦・家庭､職場､地域での問題など、女性の悩み相談

第2・4火曜日（※）
（祝休日の時は他の日）
13：00～16：00（要予約）

男女共同参画センター
528-2615

浜大津四丁目1-1
明日都浜大津1階

相談員による面接
相談

（予約制）
夫婦や家族など自分の周りの人間関係など 毎週月曜日（※）

13：00～16：00（要予約）

相談員による電話
相談 夫婦や家族など自分の周りの人間関係など

毎週水曜日・木曜日（※）10：00～12：00�
13：00～16：00

専用ダイヤル　 527-5508

母子・父子等相談 母子家庭・父子家庭や寡婦の方々に対する相談 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

子ども家庭課
528-2686
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相談項目 相談内容 相談曜日・時間 問合せ先

子育て相談 就学前の子育てや支援・悩みに関すること
火曜日～日曜日・祝休日

9：00～17：00
（※年末年始を除く）

子育て総合支援センター ゆめっこ
浜大津四丁目1-1
明日都浜大津3階
528-2525

女性相談 DVや生活の事など女性の悩み相談 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

子ども家庭課
528-2686

家庭児童相談 児童虐待や子どもの養育上の悩み相談 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

子ども家庭相談室
528-2688

障害者（児）相談 障害のある方の相談 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

障害福祉課
528-2745

教育相談

不登校、いじめ、子育て、特別支援教育等の教育に関わる
相談
電話相談　 面接相談
学校訪問相談

月曜日～土曜日（※）
9：00～17：00

大津市教育相談センター
525-7912／ 522-4646
浜大津四丁目1-1
明日都浜大津1階

いじめや友だち
関係 子どものいじめや友だち関係などに関すること

月～金曜日（※）
9：00～17：00

火曜日は20：00まで

おおつっこほっとダイヤル
0120-025-528

人権擁護委員
による相談

いじめ・暴力・性差別・セクハラなど
（第1火曜日　電話相談、第3・5火曜日　面接相談）

第1・3火曜日（※）
13：00～16：00（受付は15：30まで）

第5火曜日（※）
10：00～12：00（受付は11：30まで）

人権・男女共同参画課
528-2791

（※）祝休日、年末年始は除く。
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相談項目 相談内容 相談曜日・時間 問合せ先

少年相談 幼児・児童・生徒から20歳未満の少年についての、生活・学
業・しつけや交友関係等に関すること（電話または来所相談）

火曜日～日曜日（年末年始は除く）
9：00～17：00

（受付は16：30まで）
（第3日曜日を除く）

大津少年センター
（あすくる大津）

本丸町6-50
生涯学習センター内

522-3721

無職の少年相談 無職の少年の就労・就学に関すること（電話または来所相談）

思春期心理相談 臨床心理士による思春期の様々な内容に関すること（来
所相談）

土曜日1回を含む
月6回（予約制）

少年相談 幼児・児童・生徒から20歳未満の少年についての、生活・学業・
しつけや交友関係等に関すること（電話または来所相談）

火曜日～土曜日（※）
9：00～17：00

（受付は16：30まで）
堅田少年センター
堅田二丁目1-11

北部地域文化センター内
573-9000

無職の少年相談 無職の少年の就労・就学に関すること（電話または来所相談）

思春期心理相談 臨床心理士による思春期の様々な内容に関すること（来所相談） 木曜日（月3～4回）
（予約制）

悩みごと相談 大津市にお住いの子ども・若者（15歳～）、ご家族などを
対象に様々な悩みごと全般

月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00
面談は予約制

子ども・若者総合相談窓口
浜大津四丁目1-1
明日都浜大津5階
相談専用ダイヤル
526-5316

ことばの教室
幼児から中学生までの言語に関する指導・相談（予約制）
幼児の指導は原則4歳児クラスからとなります。小中学生
は、特別支援学級在籍のお子さんでおもに音声言語に課
題のある方になります。

月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

北部教室と南部教室は
9：00～16：30

大津市ことばの教室
北部教室　 594-1211
中央教室 527-5527
南部教室　 521-1893

健康・子育て相談 妊婦と子どもの健康・成人の健康に関すること 月曜日～金曜日（※）
� 9：00～17：00

市内すこやか相談所
各相談所の所在地（および連絡
先）はP74～75を参照

高齢者相談 介護保険サービスの利用や高齢者の福祉援助などに関
すること

月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

市内あんしん長寿相談所
各相談所の所在地および連絡
先はP74～75を参照

消費生活相談 消費生活における契約や商品などに関すること 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

消費生活センター
浜大津四丁目1-1
明日都浜大津4階
528-2662

（※）祝休日、年末年始は除く。

上記相談以外の相談については、随時「広報おおつ」で日時・場所などをお知らせしています。
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困ったときの相談先一覧!

①法律　②介護・福祉　③医療　④消費生活　⑤住宅・不動産
⑥教育・子育て　⑦就労・経済　⑧いじめ・DV　⑨その他

①法律　②介護・福祉　③医療　④消費生活　⑤住宅・不動産
⑥教育・子育て　⑦就労・経済　⑧いじめ・DV　⑨その他

相談先名称：

住　所：

ＵＲＬ：

ＦＡＸ：電　話：

携帯等：担当者：

メール：

備　考：

相談先名称：

住　所：

ＵＲＬ：

ＦＡＸ：電　話：

携帯等：担当者：

メール：

備　考：

いざというとき、困ったときに頼れる相談先を分野別にまとめておこう。

該当分野を
丸囲み→

該当分野を
丸囲み→
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