
市民のための相談窓口（その他の機関）
相談項目 相談内容 相談曜日・時間 問合せ先

県民相談 県政に対する意見・要望・苦情の受付
月曜日～金曜日（※）

8：30～17：15
（12：00～13：00を除く）

滋賀県庁広報課 県民相談室
京町四丁目1-1　 528-3045

行政相談
行政苦情110番

国の業務、委任又は補助を受けて行ってい
る県・市町の業務や特殊法人などに対する
苦情、要望、意見に関すること

月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

滋賀行政監視行政相談センター
京町三丁目1-1

523-1100�� 525-1149

情報公開・個人情報
保護総合案内

国の情報公開・個人情報保護制度の仕組
み、開示請求手続等に関する相談・問合せ
に対する案内や情報提供

月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

滋賀行政監視行政相談センター
京町三丁目1-1

523-1926�� 525-1149

法律相談（無料）
多重債務・離婚・相続・損害賠償等の民事問
題、行政問題資力等（家族構成・収入・現預
金）の基準あり（予約制）

月曜日（※）� 13：00～16：00
木曜日（※）� 10：00～12：00
� 13：00～15：30

日本司法支援センター
滋賀地方事務所

浜大津一丁目2-22
050-3383-5454

人権相談 差別など人権全般に関する相談 月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

大津地方法務局人権擁護課
滋賀県人権擁護委員連合会

京町三丁目1-1　 522-4673
全国共通人権相談ダイヤル

0570-003-110

外国人無料
個別相談室

入国管理局の手続き、国籍、国際結婚、労
働、日常生活上の相談について（予約制）
※�日本語がわからない場合は通訳の同伴
が必要

毎月第2水曜日
17：30～19：30

（受付は前日の13：00まで）

公益財団法人大津市国際親善協会
大津市浜大津四丁目1-1　明日都浜大津2階

525-4771
mail…info@oiga.jp
（※）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

女性の人権
ホットライン

夫・恋人からの暴力、職場等でのセクハラな
ど女性の人権に関すること

月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

大津地方法務局人権擁護課
滋賀県人権擁護委員連合会

京町三丁目1-1
0570-070-810

精神保健福祉に
関する相談

アディクション（嗜癖）に
関する相談
その他相談

�一般精神保健福祉に関すること
�アルコール、薬物、ギャンブルなどへの依
存についての相談
こころのケア関係（PTSD等）
自死ご遺族相談

月曜日～金曜日（※）
9：00～16：00

滋賀県立精神保健福祉センター
草津市笠山八丁目4-25

保健師等による電話及び面接相談（予約制）
567-5010

こころの電話 家族のこと、自分のこと、その他心の健康
に関する相談

月曜日～金曜日（※）� 10：00～12：00
� 13：00～21：00

滋賀県立精神保健福祉センター
相談員による電話相談

567-5560

ひきこもり相談 ひきこもり等子ども・若者（思春期・青年期）
に関する相談

月曜日～金曜日（※）
9：00～16：00

滋賀県ひきこもり支援センター
（滋賀県立精神保健福祉センター内）

草津市笠山八丁目4-25
保健師等による電話及び面接相談（予約制）

567-5058（継続相談）
初回相談　 569-4060

自殺予防相談 自殺を考えている者、自殺未遂者および自
殺者の親族等からの相談

9：00～21：00
（年末年始を除く）

滋賀県自殺予防情報センター
566-4326

精神科　　　
救急医療相談

県内在住の精神疾患を有する人や家族な
どから、夜間や休日に緊急的な医療に関す
る相談を受け付けています。

月曜日～金曜日� 18：30～21：30
土曜日・日曜日・祝休日� 9：30～12：00
� 13：00～17：00
� 18：30～21：30

精神科救急情報センター
566-1190

児
童・女
性

児童虐待かもと
思ったら

児童虐待などと思った時に、すぐに児童相談
所に通告・相談ができる全国共通ダイアル 24時間対応 児童相談所全国共通ダイアル

189

特別支援教育相談
発達障害等の幼児・児童・生徒について、一
人ひとりに合った学校・家庭での対応や配
慮等、具体的支援についての相談

月曜日～金曜日� 9：00～16：30
（センター休館日を除く）

滋賀県総合教育センター
野洲市北桜　 588-2505

子どもの人権
110番 いじめなど、子どもの人権に関すること 月曜日～金曜日（※）

8：30～17：15

大津地方法務局人権擁護課
滋賀県人権擁護委員連合会

京町三丁目1-1
0120-007-110

児
童・女
性

子ども・家庭の
福祉相談

非行や虐待相談等子どもに関する相談や、
家庭内・夫婦間の問題、DV被害等の女性
相談

月曜日から金曜日（※）

大津・高島家庭相談センター
大津市におの浜四丁目4-5

548-7768
虐待ホットライン（24時間対応）

189

不登校の相談 不登校に関する相談 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

滋賀県心の教育相談センター
586-8125

（※）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

年　金

一般の年金相談 月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15
ただし、月曜日

（月曜日が休日の場合は火曜日）は
18：00まで受付

第2土曜日（予約制）
9：30～15：00

ねんきんダイヤル
0570-05-1165

国民年金加入・保険料に関すること 大津年金事務所国民年金課
打出浜13-5　 521-1789

年金の受給・年金相談の予約に関すること お客様相談室　 521-1184
予約専用電話　 521-1489

健康保険などの相談
全国健康保険協会管掌健康保険（協会け
んぽ）・健康保険の給付・任意継続・健診に
関すること

月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

全国健康保険協会滋賀支部
梅林一丁目3-10�滋賀ビル4階

ホームページ…http : //www.
kyoukaikenpo.or.jp/

業務グループ 522-1104
保健グループ 522-1113

労働問題

男女の雇用機会均等、職場でのセクシャル
ハラスメント、育児・介護休業、パートタイ
ム労働法等に関すること

月曜日～金曜日（※1）
8：30～17：15

滋賀労働局
雇用環境・均等室
打出浜14-15

滋賀労働総合庁舎4階
523-1190

解雇、賃下げ、いじめ、配置転換等
労使紛争に関すること

月曜日～金曜日（※1）
8：30～17：15

滋賀労働局
総合労働相談コーナー

打出浜14-15�滋賀労働総合庁舎4階
522-6648

解雇、賃金不払等
労働条件、安全衛生、労災補償に関するこ
と

月曜日～金曜日（※1）
8：30～17：15

大津労働基準監督署
打出浜14-15�滋賀労働総合庁舎3階

522-6641

賃金、解雇、労働時間など労働に関する相
談

月曜日～金曜日（※2）
10：00～17：00

滋賀県労働相談所
打出浜2-1�コラボしが21�6階

0120-967164
511-1402

（※1）祝日・年末年始は除く。� （※）祝休日、年末年始は除く。
（※2）12：00～13：30、15：00～15：15除く。
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相談項目 相談内容 相談曜日・時間 問合せ先

求人・求職
パートタイム内職

職業相談、職業紹介
求人の閲覧に関すること

月曜日～金曜日（※1）
8：30～17：15

夜間開庁（月曜・水曜・金曜）
17：15～18：00

土曜開庁（第1・第3）
10：00～17：00

大津公共職業安定所
打出浜14-15

滋賀労働総合庁舎1階、2階
522-3773�� 526-1690

（夜間・土曜開庁の時間は求人情報
の検索・職業相談・職業紹介のみ）

雇用保険に関すること 月曜日～金曜日（※1）
8：30～17：15

内職求人情報提供 月曜日～金曜日（※1）
9：00～16：00

滋賀県商工観光労働部
労働雇用政策課
京町四丁目1-1
527-0450

概ね45歳以上の方の就労支援、中高年人
材の採用・定着を希望する企業・事業者
①ハローワークコーナー
②シニア相談コーナー
③企業相談コーナー

月曜日～金曜日（※1）
8：30～17：15

（相談受付16：00まで）

シニアジョブステーション滋賀
（JR大津駅北口徒歩2分）

梅林一丁目3-10�滋賀ビル5階
521-5421�� 521-5455

大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専
修学校等卒業予定者への就職関連情報の
提供・職業相談、55歳未満の求職者、転職
希望者への職業相談・職業紹介

月曜日～金曜日（※1）
9：00～17：00

（相談・紹介の受付は16：30まで）

しがジョブパーク・
滋賀新卒応援ハローワーク
草津市西渋川一丁目1-14

行岡第1ビル4階
563-0301�� 563-0304

無業状態・フリーター状態にある15歳～
39歳の若者の就職支援（令和2年度は49
歳まで）

月曜日～金曜日（※1）
9：00～17：00
（予約優先）

滋賀県地域若者
サポートステーション
大津常設サテライト

京町三丁目5-12�第6森田ビル6階
522-8555

毎週月曜日
10：30～16：00
（予約優先）

滋賀県地域若者
サポートステーション

堅田サテライト
本堅田三丁目8-1�堅田市民センター内

522-8555

交通事故 交通事故に関すること
月曜日～金曜日（※）

9：00～12：00
13：00～16：00

滋賀県立交通事故相談所
松本一丁目2-1�大津合同庁舎3階

528-3425
（※1）祝休日・年末年始は除く。� （※）祝休日、年末年始は除く。
（※2）12：00～13：30、15：00～15：15除く。
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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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（※）祝休日、年末年始は除く。

相談項目 相談内容 相談曜日・時間 問合せ先

民事介入暴力相談 暴力団とのかかわりを持ちお困りの方 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

（公財）滋賀県暴力団追放推進センター
打出浜1-10�北棟1階

525-8930

県民の声110番
（警察相談） 警察への相談・要望・苦情など 月曜日～金曜日（※）

8：30～17：15

滋賀県警察本部
打出浜1-10

ダイヤル回線 525-0110
プッシュ回線（♯9110）

犯罪被害者支援 性被害等犯罪被害に関わる悩み・法律相談
（電話相談・面接相談・付き添い支援）

月曜日～金曜日（※）
10：00～16：00

公益社団法人
おうみ犯罪被害者支援センター

京町四丁目3-28
525-8103／521-8341

税務・税金

事業税、不動産取得税などの県税に関する
こと

月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

滋賀県西部県税事務所
松本一丁目2-1　 522-4331

滋賀県総務部税政課
京町四丁目1-1　 528-3210

自動車税（種別割・環境性能割）、軽自動車税
（環境性能割）に関すること

月曜日～金曜日（※）
8：30～17：15

滋賀県自動車税事務所
守山市木浜町2298-2

585-7288

国税に関すること 月曜日～金曜日（※）
9：00～17：00

大津税務署
京町三丁目1-1�大津びわ湖合同庁舎内

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

総合ふれあい
（心配ごと）相談

くらしのなかの心配ごとや悩みごとなどをお聞きします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

ふ
れ
あ
い
相
談

電　話 実施日
大津市社会福祉協議会
浜大津四丁目1-1�明日都浜大津5階 525-5250 月曜日～金曜日（※）

9：00～17：00
市社協での相談は

まずお電話ください。
木戸市民センター 毎月第3水曜日　13：30～15：30

各会場に直接
ご来場ください。

堅田市民センター 毎月第3火曜日　　　　�〃
坂本市民センター 毎月第3水曜日　　　　�〃
逢坂市民センター 毎月第4水曜日　　　　�〃
晴嵐市民センター 毎月第3金曜日　　　　�〃
南郷市民センター 毎月第3月曜日　　　　�〃
アルプラザ瀬田 4F（きらきら広場内） 毎月第4火曜日　　　　�〃
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