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７月の相談
相　談　名 主な相談内容（担当者） 相　談　日　時 開　催　場　所 おたずね

日曜納税相談
市税・国民健康保険料・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の納付に関す
ること

28日（日）   9：00 ～16：00 本 くにびき大ホール
収納課　☎21-6647
※参議院議員選挙の日程により
　変更となる場合があります。

人権相談
人権、差別問題、家庭内問題

（人権擁護委員）   3日（水）13:30 ～15:30 平田 行セ  2階 平田行政センター　☎63-3111

人権、差別問題、家庭内問題
（人権擁護委員、法務局職員）

月～金曜日  8：30 ～17：15
※祝日は除く 松江地方法務局出雲支局 松江地方法務局出雲支局

☎20-7732

行政相談
国･県･市の行政全般についての
苦情・相談や意見・要望

（行政相談委員）　

  3日（水） 13：30 ～15：30 平田 行セ  2階

生活・消費相談センター　☎21-6682

  5日（金） 10：00 ～12：00 多伎 行セ  １階
  9日（火） 10：00 ～15:00 本 3階相談室
10日（水） 14：00 ～16：00 大社 行セ  1階
16日（火） 10：00 ～12：00 湖陵 CC
30日（火） 13：30 ～15：30 斐川 行セ  1階

交通事故相談
【要予約】

交通事故、賠償、保険
（交通事故相談員） 18日（木）   9：00 ～15：00 本  2階

生活・消費相談センター
島根県交通事故相談所
☎0852‐22‐5102

［平日は電話相談も可9：00～16：00 ※祝日は除く］

消費者相談 消費生活とくらしに関すること
（消費生活相談員）

月～金曜日 8：30 ～17：15
※祝日は除く

本  2階
生活・消費相談センター

生活・消費相談センター　☎21-6682

［土・日・祝日は消費者ホットラインへ］☎（局番なし） 188

司
法
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談

司 法 書 士
電 話 無 料
相 談

相続手続き、登記、債務整理など

月・火・木曜日 12：00 ～15：00 ※祝日は除く 司法書士総合相談センター
☎0852-60-9211

随時（電話相談） 司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

司 法 書 士
面 接 無 料
相 談
【要予約】

11日（木） 13：30 ～16：30 本  2階
生活・消費相談センター

生活・消費相談センター　☎21-6682
 （面接担当：島根県司法書士会）

20日（土） 13：00 ～17：00 ラピタ本店　
１階　相談ブース

司法書士総合相談センター ☎0852-60-9211
［月・火・木曜日12:00～15:00 ※祝日は除く］

27日（土） 13：30 ～16：30 出雲こどもホーム 司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

行政書士
無料電話相談

遺言や農地、墓地の手続き、
官公署に対する各種許認可申請など 毎週月曜日 10：00 ～16：00 ※祝日は除く 島根県行政書士会出雲支部

☎080-1916-6081
一般相談

（お困りごと、心配ごと相談）

無料法律相談

日常生活、家庭での心配ごと、困りごとに
一般相談員が応じます。無料法律相談（弁
護士）は、一般相談の上で予約が必要です。

詳しい開催場所･日時などは「社協だより いずも」をご覧
ください。

出雲市社会福祉協議会
☎23-3790

結婚相談
結婚に関すること

13日（土）   9：30 ～12：30 くすのきプラーザ 出雲はぴこ会事務局
☎080-2887-3865（10:00～18:00）結婚相談【女性のみ】 18日（木） 18：00 ～21：00 ショッピングセンター VIVA２階 教室２

女
性
相
談

女性相談 女性に関する問題
（女性相談員）

月～金曜日  8：30 ～17：00
※祝日は除く

出雲児童相談所 出雲児童相談所 女性相談窓口
☎21-8789　

本 4階 市民活動支援課 市民活動支援課　☎22-2085
女性の心の相談 
【要予約】

人間関係や家庭の問題など
心の悩み相談（心理士） 18日（木） 13：00 ～17：00 本 4階 市民活動支援課 市民活動支援課　☎22-2085

子
ど
も・若
者

相
談

子ども・若者に
関する相談

不登校・ひきこもり・ニート・
家庭内問題など

月～金曜日 8：30 ～17：00
※祝日は除く

子ども・若者支援センター
（出雲こどもホーム内）

出雲市子ども・若者支援センター
フリーダイヤル0120-84-7867

若者サポート
ステーション
出張相談会
【要予約】

おおむね40歳までの若者の働くこと
の悩みや職業的自立に向けての相談

  4日（木） 13：00 ～16：00
本 501会議室 しまね東部若者サポートステーション

☎0852-33-771018日（木） 13：00 ～16：00
25日（木） 13：00 ～16：00

ひ
と
り
親

相
談

ひとり親
相談

くらし、就労、子育てなど
（母子・父子自立支援員）

月～金曜日  8：30 ～17：00
※祝日は除く 本 1階 子ども政策課

子ども政策課　☎21-6218ひとり親家庭就
業相談【要予約】

母子・父子家庭等の就業（母子家庭
等就業自立支援センター相談員）

月～金曜日 10：00 ～16：00
※祝日は除く

本（ 会場は予約時にご案
内します）

難病患者就労相談会 
【要予約、相談無料】

難病患者の就労に関すること
（ハローワークの専門スタッフ） 10日（水） 13：30 ～15：30 しまね難病相談支援センター

（島根大学医学部附属病院西隣）
しまね難病相談支援センター 
☎24-8510 ※相談日前日までに電話で申込み

就
職・労
働
相
談

UⅠターン就職
相談【要予約】

UⅠターン者の就職に関すること
（職業相談員）

月～金曜日  8：30 ～17：00
※祝日は除く

本（ 会場は予約時にご案
内します） 産業政策課　☎24-7620

福祉・保育の
お仕事相談会

福祉職場で働きたい人や求人情報を 
知りたい人の相談会･面談会 11日（木） 10：00 ～12：00 ビッグハート出雲 島根県福祉人材センター 

☎0852-32-5957

就業相談会
（移動ナースバンク）

看護職の求人・求職相談、看護情報
の提供等

11日（木） 13：00 ～16：00 パルメイト出雲
島根県ナースセンター ☎0852-27-8510

18日（木） 13：00 ～16：00 県立中央病院
出雲総合
労働相談

解雇や賃金の引き下げなどの労働条件のほ
か、募集、採用など労働問題に関する相談

月～金曜日  9：15 ～16：45
※祝日は除く 出雲労働基準監督署 出雲労働基準監督署

☎21-1240

不動産無料相談【要予約】 不動産取引全般 12日（金） 13：00 ～16：00 出雲宅建センター 出雲宅建センター ☎22-8910

商工
相談 

【法律】 専門相談員（弁護士）による法律相談   8日（月） 13：00 ～15：00
出雲商工会議所 【要予約（1週間前までに）】出雲商工会

議所 経営支援課 ☎25-3710【発明】 発明協会派遣弁理士による発明相談 16日（火） 13：00 ～16：00

外国語
相　談

ポルトガル語
（公財）しまね国際センター相談員に
よる外国語相談 11日（木） 13：00 ～16：00 本 １階　相談室 【要予約（７月９日（火）までに）】 

文化国際室　☎21-6576ベトナム語・中国語
英語・タガログ語
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