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「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン」フォローアップ結果 

 

平成 23年５月現在 

 

本資料は、「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン（平成22年５月10日総務省行政評価局長決定）」

に基づき、総務省行政評価局（本省､管区局･事務所）が当面取り組もうとしている特徴的な取組と平成 22年度の取組実施状況を、同プラン

の「３ 重視する具体的なアクション」に対応させ整理したものである。 

本資料については、同プランに基づく取組の進ちょく状況等を踏まえ、必要に応じ補訂するものとする。 

 

重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 
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 近年、地域において

顕在化している社会

的弱者の状況等を分

析して、新たな行政相

談のニーズを発掘で

きる新しい相談窓口

の開設を工夫し、又は

行政相談委員活動の

新しい展開を支援す

る。 

○社会的弱者等へのきめ細やかな対応 

・東日本大震災の被災者に対する支援の一環とし

て震災行政相談専用フリーダイヤルを設置し各

種の相談及び震災対策の情報提供を行う。また、

ワンストップで相談を受け付ける窓口を避難所

等において開設する。〔北海道、東北、青森、岩

手、福島、茨城、栃木、千葉〕 

・東日本大震災の発生を受け、避難者を対象に、

被災者救済イベント等への参加を通じ、相談窓

口ガイドブックを配布し、支援情報の提供を図

る。〔秋田、宮崎〕 

・高齢者等の相談ニーズの高い機関（年金事務所

等）で、当該機関の相談窓口が設置されていな

い市及び町村部においてミニ合同相談所などを

開設する。〔福島、徳島〕 

・高齢者等の相談ニーズに対応するため、在宅介

護事業を行う団体、事業者に対し、行政相談制

度及び行政相談委員に係る周知を図るなどして

連携を図る。〔中国四国〕 

・行政相談について、「弱者に寄り添う」取

組として、閣議及び閣僚懇談会での大臣発

言等により効果的にアピールした。〔本省〕 

・東日本大震災の被災者に対する支援の一環

として土日祝日も相談の受付を行ったほ

か、震災行政相談専用フリーダイヤルを設

置し各種の相談及び震災対策の情報提供を

行った。また、ワンストップで相談を受け

付ける窓口を開設した。〔北海道、東北、青

森、岩手、福島、茨城、栃木、千葉〕 

・東日本大震災の発生を受け、避難者等に対

し、地方公共団体等による各種支援情報を

取りまとめ、ホームページへの掲載及び委

員への資料配付の作業を進めた。〔中部〕 

・県が当事務所が作成した支援情報などを基

に作成した「支援窓口一覧等」を避難者へ

確実に配布するよう各市町に要請した。〔長

崎〕 

・口蹄疫被害が懸念される際や鳥インフルエ

ンザ発生時に「相談窓口一覧」を公表ない

し委員への配布を行った。〔大分〕 
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 ・聴覚障害者団体との連携を深め各種行事に参加

等するとともに、他の障害者団体との連携につ

いても模索する。〔岐阜〕 

・若年層を対象に大学構内で特設相談所を展開す

る。〔東京〕 

・合同相談所の開設場所を訪れる利用者に応じた

参加機関にする。（例：若年層向けの子育て・雇

用相談、在日外国人向けの困りごと相談などに

対応できる参加機関を充実）〔滋賀、三重〕 

・委員と連携して、患者を主な対象とする病院出

前相談所を開設するとともに、社会的弱者対応

の活動を行っている団体等を対象として行政懇

談会を開催する。〔高知〕 

・外国人対象の特設行政相談所の運営支援する（市

区と連携した広報の充実、外国語堪能な委員へ

の協力依頼など）。〔東京〕 

・外国人の相談に対応できる人材を新規に委員と

して委嘱するなど、外国人相談の充実を図る。

〔東北、岐阜〕 

・外国人への各種支援等を実施している国際交流

協会等に対して行政相談制度の周知を図った

り、合同行政相談所で外国人からの相談を受け

ている団体の参加を要請するなど、外国人の相

談ニーズに対応するための連携を図る。〔中部・

静岡・奈良〕 

 

・大学の構内において、大学生等若年層の相

談者を対象とした特設行政相談所を開催

し、学生からの相談を受け付けた。〔東京〕 

・若年者層向け子育て支援及び雇用相談を実

施した。〔滋賀〕 

・病院出前相談所を開設した。また、民生委

員を対象とする行政懇談会を開催した。〔高

知〕 

・一日合同相談所において、外国人を対象に、

英語・中国語・韓国語による相談コーナー

を設置した。〔東北〕 

・日本語の分からない外国人でも相談できる

よう、一日合同行政相談所の回覧チラシに

英語表記をし、相談所に通訳を配置した。

〔関東〕 

・特設行政相談所において、同相談所専属の

通訳を２名（中国語、韓国語各１名）配置

した。また、「国際交流区民のつどい」にお

いて特設行政相談所を開設し、相談を受け

付けた。�〔東京〕 

・国際交流協会を訪問し、行政相談制度の説

明を行うとともに、外国人に対する相談に

ついての連携協力を依頼した。〔中部〕 

・留学生等の外国人の支援を行っている財団

が、一日合同行政相談所に参加し、外国人

からの生活相談等に対応した。[奈良] 

・ブラジル人等外国人が多数居住する市町村

における各種施策の実施状況、外国人から

の相談の実態等を把握した。〔中部〕 

・外国人技能実習生を対象にした出前講座を

実施した。この講座では、改善事例を使っ

て説明を行うことにより行政相談への理解

を深めてもらうとともに、日常の困り事や

要望などについて、相談を受け付けた。〔中

部〕 
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 ○開催場所等の工夫 

・サラリーマン、子育て層などの相談需要を開拓

するために、休日・夜間の相談の実施、子育て

中の親が集まる場所等における相談を実施す

る。〔東北〕 

・若年層や身障者などが参加する各種イベント会

場に相談所を開設する。〔福島〕 

・担当委員や市町村と連携しつつ、島嶼部で巡回

相談所等を開設し、島固有の相談を受け付ける。

〔四国、三重〕  

・これまで合同行政相談所を開催していない地域

等で合同相談所を開催する。〔秋田、福井〕 

・過疎市町村地域における受付件数の増加を図る

ため、当該地域の委員に対し必要な支援を行う。

〔和歌山〕 

・委員開設相談所等について、地域の実情に応じ

て土日に開設するなど、開設日の検討を依頼す

る。〔鳥取、近畿〕 

・県外からの被災者を対象に避難先での出張相談

所を開設する。〔秋田〕 

 

・管区局・事務所が新たな行政相談のニーズ

を発掘することを目指して行う創意工夫の

認められる取組等に重点的に経費助成し

た。〔本省〕 

・年金事務所が設置されていない市において

同事務所等の参加によるミニ合同行政相談

所を開設した。〔福島〕 

・地域総合同相談所において、夜間相談を実

施し、日中相談に来所できない若い世代の

ニーズの開拓を図った。〔東北〕 

・市内のデパートにおいて、委員との共催に

よる行政相談パネル展及び特設相談所を開

催するとともに、店頭においても広報活動

を行った。〔青森〕 

・委員による商業施設や地域でのイベント等

を活用した特設相談所開設について、資料

の提供等により支援した。〔茨城、新潟〕 

・関係機関等の協力を得て、一日合同行政相

談所、ミニ合同行政相談所などを開設した。

〔青森、秋田、茨城、滋賀、京都、山口、

四国、大分〕 

 

 

 



4 

重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 地域住民、各種の社

会的活動を行う人々

との懇談の場などへ

の行政相談委員の積

極的な参加等を支援

するなど、行政相談委

員の、相談窓口を離れ

た地域の中で行政相

談のニーズを把握す

る活動を支援する。 

○地域の団体等との連携による行政懇談会の開

催 

・これまでに実績のない各種委員、各種団体等

（例：高齢者、消費者団体、福祉関係団体、Ｎ

ＰＯ、小中学校ＰＴＡ等）を対象とした行政相

談懇談会や地域住民等の活動の場を活用して行

政相談懇談会を開催し、制度の周知等を図ると

ともに、行政相談のニーズを発掘する。〔栃木、

岐阜、三重、奈良、四国、石川、兵庫、岡山、

鹿児島〕 

 

・行政相談懇談会を開催（開催の支援を含

む。）した。〔富山、石川、岐阜、近畿、長

野、岐阜、近畿、京都、奈良、島根、徳島、

佐賀〕 

・民生委員や児童委員協議会・自治会・まち

づくり協議会等、地域の会合の場等を活用

することなどにより、行政相談懇談会・座

談会を開催した。〔釧路、旭川、茨城、新潟、

滋賀、兵庫〕 

・「行政相談懇談会の手引き」を作成し、委

員主催の行政相談懇談会（座談会）を開催

した。〔青森〕 

・NPO法人の設立・管理運営の支援や年金、

健康保険等の無料相談会などを行っている

NPO 法人を対象に行政相談懇談会を開催し

た。また、NPO 法人に関する各種制度に係

る意見・要望を所管省庁に参考連絡した。

〔岩手〕 

・関係団体と連携し、幼稚園・保育園の保護

者、乳幼児を育児中の親、子育て支援サー

クル等を対象に行政相談懇談会を実施した

り、夜間に地元自治会長を対象として行政

相談懇談会を開催するなどした。〔栃木、島

根、四国〕 
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 ○行政懇談会の運営等の工夫 

・委員のモティベーション向上や地域住民の声の

把握、各種団体等との連携の促進をねらった、

行政相談懇談会（座談会）実施の積極的支援を

行う（会議で実施例や効果を具体的に説明して

積極的な検討を促す、一部の委員に開催を打診

し細かく開催方法を説明したり、関係機関に直

接働きかけるなど。）。〔旭川、釧路、青森、茨城、

神奈川、新潟、長野、近畿、滋賀、奈良、和歌

山、鳥取、島根、四国、徳島、佐賀、鹿児島〕 

・離島における行政苦情等を把握するため、離島

担当の行政相談委員とともに行政相談懇談会を

行う。〔旭川〕 

 

・委員が、地域の会合やイベント等の住民が集ま

る場所でＰＲ活動を行う場合には、相談の多い事

例をメニュー化した行政相談解決事例集や行政

相談解決事例パネルを活用することにより、潜在

的な相談ニーズの掘り起こしを行う。〔東北〕 

・委員に行政懇談会の開催を働きかけるとともに、

未開催委員に懇談会での体験を推奨する。〔中国

四国〕 

 

・具体的改善事例を活用した広報の実施、地

域に入り込む活動（各種会合への参加、行

政相談懇談会や出張教室の開催等）の実施

例を委員に提示した。〔茨城〕 

・多数の市民が参加するイベント等の場で

の、改善事例パネルの展示や相談所の開設

を行った。〔東北、新潟〕 

・懇談会実施前に委員と協働であらかじめ行

政相談制度の説明及び相談事案の事前アン

ケートを行い、申出のあった事案について

懇談会当日に処理結果等を報告し、行政相

談の機能について実例によって分かりやす

く理解してもらうように工夫した。また、

懇談会当日に申出のあった事案について、

懇談会終了後、委員及び申出人立会いのも

と現地調査を行った。〔和歌山〕 

 当局及び行政相談

委員の行政相談活動

の実績、管内の地域ご

との成果の相違など

を分析し、個々の事業

の再編や重点化など

を戦略的に行う。 

・統計データ等を活用した分析を実施し、管区局・

事務所に情報を提供する。〔本省〕 ＜※引き続

き＞ 

・域内地区での一日合同行政相談所の需要の確認

を行う。〔岐阜〕 

・管区局・事務所の活動状況に関するデータ

を取りまとめて、管区局・事務所に情報を

提供した。〔本省〕 

・委員団体と協働して、管内の全委員を対象

に、委員活動の状況や意識等についてアン

ケート調査を実施した。その結果を分析し、

委員支援に活用するとともに、本省及び他

管区局・事務所に情報を提供した。〔茨城〕 
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 個々の行政相談事

案の対応案の検討だ

けではなく、行政の制

度・運営の改革・改善

につなげる方向性の

検討に行政苦情救済

推進会議（以下「推進

会議」という。）の審

議を生かすとともに、

本省の推進会議と管

区行政評価局（四国行

政評価支局及び沖縄

行政評価事務所を含

む。）・行政評価事務所

の推進会議との連携

を強化する。 

○行政相談事案を端緒とした行政制度・運営改善 

・全国レベルで対応すべき事案について、本省の

推進会議に付議する取組を充実する。〔本省〕 

・引き続き、管区局の推進会議への付議を念頭に

おいて相談事案の処理を行う。〔岐阜〕 

・相談事案の解決のための審議だけでなく、管区

局・事務所で受け付けた委員意見や苦情等事案

を推進会議委員等に示して付議事案等を選定し

必要に応じて審議を求める（あっせんの必要性

等や関連調査が必要な事項、事務所が一定期間

に受け付けた事案の処理内容、処理方針等）な

ど、審議対象事案を幅広なものとする。〔東北、

関東、石川、近畿、中国四国、熊本〕 

・付議事案について、事案に応じて、実地調査や

論点整理、関係者ヒアリング等を行い、複数回

の審議を実施する等柔軟な運営に努める。〔京

都〕 

・個別の事案処理に関することだけでなく、県の

オンブズマンや恒常的懇談会のメンバーなどか

ら、推進会議での問題提起に対する意見を聴取

するなど有機的連携を図る。〔京都、和歌山、沖

縄〕 

 

 

・本省及び管区局・事務所の推進会議の審議

案件数を前年度から大幅に（６割）増加さ

せた。〔本省、推進会議開催管区局・事務所〕 

・推進会議の意見を踏まえた関係行政機関へ

のあっせんについて、閣僚懇談会での大臣

発言等により効果的にアピールした。〔本

省〕 

・行政相談事案で、制度改正の必要性のある

ものを付議候補事案として報告した。〔徳

島〕 

・受付事案について、現地調査、関係機関へ

のヒアリング調査を行うなど各種調査等を

実施し、推進会議等のテーマ選定、審議等

で積極的に活用した。〔茨城、京都、沖縄〕 

・推進会議委員等から審議事案選定に係る意

見等について聴取し、提供された意見等を

付議事案選定に活用した。〔中国四国〕 

・行政相談事案及び行政相談委員意見につい

て推進会議等に付議し、必要に応じ関係府

省等に通知・あっせんした。〔東北、関東、

神奈川、岐阜、石川、中国四国、沖縄〕 

・推進会議委員、懇談会構成員等に資料を送

付するなどするとともに、意見等を聴取し、

事案処理に活用するなどの連携を行った。

〔和歌山、熊本〕 
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○本省・管区局・事務所の推進会議同士の連携等 

・行政相談事案のうち現地で処理困難な事案につ

いて管区局に定期的に事案を提報する。〔兵庫〕 

・現地改善が可能な事案だけでなく、制度改正を

伴う事案についても積極的に取り上げ、意見を

付して本省に報告する。〔中部〕 

・広域的、全国的な問題でも発信源が京都らしい

もの（国際観光都市としての京都など）であれ

ば取り上げる。〔京都〕 

 

 

 

・管区局・事務所の推進会議で取り上げた事

案のうち、全国レベルで対応すべきものに

ついて、本省の推進会議にも付議した。〔本

省〕 

・推進会議で制度改正を伴う事案についても

積極的に取り上げ、意見を付して本省に報

告するよう努めた。〔中部〕 

・推進会議の審議案件を関係機関に通知・あ

っせんした結果、本省を通じ全国レベルで

対応すべきものとして、全国的な改善への

動きにつながった。〔近畿〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談を契機と

する個々の行政相談

事案等の調査・分析を

積極的に行うととも

に、行政の制度・運営

の改革・改善につなが

る行政評価局調査の

テーマの選定に役立

てる。 

・引き続き、行政相談担当と行政評価局調査担当

とが一体となって、行政相談事案等の調査・分

析を行うための体制を整備する。〔本省〕  

・新たに月１回ごとに行政評価局調査担当部門と

合同の検討会を開催するなどにより、推進会議

付議候補テーマ等を対象に、政策評価や行政評

価・監視のテーマの選定に役立てる。〔近畿〕 

・推進会議や行政評価・監視のテーマ選定につな

ぐことを可能とするため、個別の事案処理に当

たって、事案検討会を開催するなどし、行政制

度上の課題や運用上の問題点等が明確となるよ

うな処理を行う。〔神奈川〕 

・引き続きテーマ選定を念頭において相談事案の

処理を行う。〔岐阜〕 

・行政相談担当と行政評価局調査担当との定例連

絡会を開催する等、更なる連携強化を図る。〔中

国四国〕 

・全国的に発生している行政相談事案につい

て管区局・事務所の調査機能を用いて調

査・分析した。〔本省、関係管区局・事務所〕 

・委員への声かけや委員取扱事例を会議資料

に掲載するなど、行政相談事案のうち参考

となる事案を収集するための工夫を行っ

た。〔神奈川〕 

・受付事案については、積極的に苦情処理票

を作成した。また、作成に当たっては、現

地に赴いての確認調査、関係機関へのヒア

リング調査等を積極的に実施した。さらに、

自治事務に係る事案であっても、制度その

ものに改善を要する可能性もあることか

ら、苦情処理票には、制度の概要等をなる

べく記載するように工夫した。〔茨城〕 

・受付・処理した行政相談事案及び委員意見

について推進会議等に付議などを行い、会

議等における審議後、場合により関係府省

等に通知・あっせんした。〔東北、関東、神

奈川、岐阜、石川、兵庫、中国四国、沖縄〕

（再掲） 

・行政相談事案の分析等を行い、行政評価監
視等のテーマ選定の参考に資すると思われ
る事案を抽出し、当該事案を原則、月１回、
当管区局が行う行政評価監視テーマ選定合
同検討会に提示し、行政相談を契機とする
行政評価監視の実施に向けた取組を行っ
た。〔近畿〕 

・相談を端緒とする行政評価・監視のテーマ
を本省及び管区局へ提出した。〔神奈川〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談委員が行

政相談委員法（昭和 41

年法律第 99 号）第４

条に基づいて述べる

行政運営の改善に関

する意見について、行

政評価局調査機能と

の連携を図りながら

より充実した検討が

確保できるように、検

討方法を改善すると

ともに、行政相談委員

が意見を構成・提出し

ようとする際に知見

の提供等の支援を積

極的に行う。 

○委員意見の提出促進への取組 

・委員意見の検討段階において行政評価局調査担

当の知見を活用し、対応を充実する。〔本省〕 

・委員の自主研修会において、具体的に委員意見

の検討を実施したり、各種会議で、委員意見の

国政への反映事例を具体的に説明できるよう必

要なデータ・資料を提供する等により意見提出

を奨励する。〔旭川、千葉、釧路、中部、富山、

石川＜※引き続き＞、近畿、三重、岡山、山口 

＜※引き続き＞、徳島＜※引き続き＞、佐賀、

鹿児島＜※引き続き＞、沖縄〕 

・提出された委員意見について、関係制度等を的

確に調査し、問題点や改善策等を明確にして内

容を整理等するとともに、処理経過を委員に丁

寧に説明すること等を徹底する。〔静岡、山梨､

岐阜、兵庫、鳥取、島根〕 

・委員意見の報告様式にこだわらず､委員の行政運

営に関する問題意識等の報告を要請する。〔富

山、三重、沖縄〕 

・提出された委員意見については、原則 4 か月以

内に回答し、提出委員に対し更なる意見提出の

モチベーション向上を図る。〔近畿〕 

・住民向け広報チラシに委員意見制度や委員意見

による改善事例を掲載し、委員が意見提出しや

すい環境づくりを実施する。〔京都、三重〕 

・委員が委員意見として提出してもよいか悩んで

いる場合には、委員相互の事案の検討などを積

極的に支援する。〔京都〕 

・委員意見の処理の迅速化を図り、その結果を提

出委員だけでなく他の委員にも遅滞なく周知す

る。〔京都、三重〕 

・委員意見により行政運営の改善が図られたもの

については住民にも積極的に広報する。〔京都〕 

 

・委員意見の検討段階において行政評価局調

査担当の知見を活用する仕組みを導入し

た。〔本省〕 

・委員の受けた相談事案のうち、制度改正に

より改善が可能と思われるものについて、

委員意見として提出するよう働きかけた。

〔釧路〕 

・全体会議、ブロック会議及び自主研修会の

機会をとらえ、過去の委員意見の具体例、

実績、関係資料等を示し、意見の提出を奨

励した。〔青森、東京、千葉、中部、富山、

石川、近畿、京都、鳥取、山口、徳島、佐

賀、鹿児島、沖縄〕 

・月例報告、苦情事案報告等で提出されたも

のからの意見提出を助言した。〔茨城、千葉、

徳島、鹿児島〕 

・関係制度等の調査を行う際、当該分野に知

見を持つ委員に対して、個別に照会し助言

を求め、調査に活用した。〔茨城〕 

・提出された委員意見についてのみでなく、

委員が意見の提出を検討している段階にお

いても、制度の調査・説明を丁寧に行い、

提出後は処理経過を十分に説明することな

どにより、意見提出に係る委員のモチベー

ション向上を促進した。〔山梨、島根〕 

・意見の提出については、報告様式にこだわ

らずに、提報することも可能である旨を説

明・依頼した。 〔中部、富山〕 

・ブロック会議・行政相談所応援時・自主研

修会・全体研修会等の機会をとらえて、委

員意見の積極的な提報等を依頼した。〔岐

阜、三重〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 ・既存の表彰とは別に、委員意見の提出が多いな

どの業績が顕著な委員を表彰する。〔宮崎〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○評価監視部門との連携 

・評価監視部門との合同の検討会において、委員

意見についても検討対象とする。〔近畿〕 

・行政相談事案、委員意見の処理や推進会議の付

議候補テーマの検討作業等を通じ、同様の問題

が予想されるものなど行政評価機能を活用した

改善が必要と判断したものについては、積極的

に、評価監視部門への情報提供に努める。〔東北〕 

 

・提出された委員意見については、担当室内

の検討会を実施し、処理方針を決定すると

ともに、当該意見の処理の進行管理を実施

し、意見提出から概ね４か月以内に回答を

行うこととした。〔近畿〕 

・委員意見の処理に当たっては、評価監視等

候補テーマ選定に係る評価監視部門との合

同検討会に、当該意見の内容を提示し、当

該意見に係る評価監視部門の知見を得た。

〔近畿〕 

・委員意見の処理結果を管内の全委員に周知

した。〔三重、兵庫〕 

・定例行政相談所ＰＲ用チラシの裏面に、委

員意見制度や委員意見による改善事例を掲

載し、委員が意見提出しやすい環境づくり

を実施した。〔三重、京都〕 

・業績の顕著な委員（委員意見の提出が最も

多い委員、新聞に事案処理事例を掲載され

た委員）を顕彰した。〔宮崎〕 

・管内の委員から提出があった委員意見を推

進会議に付議し、会議の結果を踏まえて関

係機関に委員意見の内容を通知した。また、

委員研修会において、当該意見を紹介した

ところ、意見提出の表明があり、後日提出

があった。〔沖縄〕 

 

・行政相談で受け付けた案件について、行政

評価機能による改善が必要なものについて

適宜、検討を行い、候補事案として、評価

監視部門に情報提供を行った。〔東北〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 行政相談事案の内

容や対応の状況等の

情報が十分に活用で

きるものとなるよう、

これらの情報の記録、

分類、集計等の方法を

改善する。 

○情報の記録、分類、集計等の方法の改善 

・記録作成や統計作成に係る基本的な仕組みの課

題について具体的な検討を行い、改善の方向性

を示すとともに、それを踏まえた業務システム

の開発に向けた検討を実施する。〔本省〕 

・管区局・事務所間で苦情処理票の作成や要望事

案の処理の方針を統一するための苦情処理票作

成基準を作成する。〔関東〕 

・取扱事案の報告が的確に行われるよう必要な支

援を行うなどして、委員受付事案の分析・検討

を十分に実施し、国の行政機関等の業務に関す

るものを抽出する。また、一日合同行政相談所

及び総合行政相談所の受付事案についても同様

の措置を講ずる。〔神奈川〕 

 

 

 

 

 

○事例集の作成・活用等による情報の記録方法の

改善 

・事例集を活用し、委員が創意工夫したＰＲ方法

や事案処理についての情報を提供する。〔岐阜、

三重〕 

・事案については、委員と事務所が協働処理し改

善を図った事案を紹介し、委員との協働処理を

推進する。〔岐阜〕 

 

 

・行政相談週間実施要領の報告様式の一部を

見直した。〔本省〕 

・各管区局等に統計の方法について意見交換

し、課題を整理した。〔本省〕 

�・苦情処理票の作成や要望事案の処理の方

針統一については、基準作成に向けての検

討を今後も行う。〔関東及び管内事務所〕 

・委員からの「要処理」通知の有無に関わら

ず、事務所による処理を行うことが、当該

事案の解決に資すると判断した場合、委員

に対して事案詳細の照会、関係制度等の調

査、他の委員における類似事案・意見の確

認などを行い、苦情処理票を作成して処理

した。〔茨城〕 

・事案処理の過程において、関係制度等の調

査を行う際、当該分野に知見を持つ委員に

対して、個別に照会し助言を求め、調査に

活用した。〔茨城〕 

 

・委員に毎年度配布している事例集を、委員

が創意工夫した事案処理やＰＲ方法を中心

に編集し、管内の全委員に配布した。〔岐阜〕 

・事例集に取り上げた事案については、苦情

の原因を明確にするとともに、その解決に

どのような観点から関係機関に働きかけた

かを記載し、今後の委員活動に役立つよう

に配慮した。〔岐阜〕 

・委員に相談内容に応じて担当する行政機関

が分かる「相談窓口ガイド」を作成・配布

した。〔岐阜〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

⑵ 

連
携
・
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
拡
充
・
強
化
す
る
活
動 

 ア 

「
新
し
い
連
携
」
構
築
活
動 

行政相談委員と各

種の社会的活動を行

う人々とのネットワ

ーク構築の環境整備

のため、行政相談委員

又は行政相談委員の

団体が各種委員等や

関係団体等と新たな

連携関係を構築しよ

うとする取組を支援

する。 

 

○各種団体との連携 

・各種相談機関・委員等と各種委員（人権擁護委

員、民生委員等）や関係団体（国の地方支分部局、

市町村等の地方公共団体、社会福祉協議会、男女

共同参画センター、PTA、商工会議所、青年会議

所など）とが連絡協議会の設置や合同相談所の開

催等を通じ、意見交換・連絡調整等を行うなどの

連携関係を構築する。〔函館、山形、福島、山梨、

三重、石川、近畿、奈良、兵庫、和歌山、中国四

国、九州、佐賀、鹿児島、沖縄〕 

・委員が開催している各種委員等や関係団体等を

対象とした行政相談懇談会を支援（連携対象団

体等の拡充、実施地域の拡大、職員派遣等）す

る。〔岐阜、石川、岡山〕 

・管内全地区において､委員が地域の各種委員との

連携強化のために行う活動に対して、情報提供、

各種委員団体との連絡調整等の支援を行う。〔中

国四国〕 

・事務所が開催する行政懇談会の構成員に委員の

代表者を新たに加え､委員団体と参加構成団体

（青年会議所、商工会議所連合会、町村会等）

との関係構築を支援する。〔宮崎〕 

・委員の自主研修会に各種相談機関・委員等の参

加を要請する（講師としての参加を含む。）。〔北

海道（※引き続き）、愛媛〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各種団体への行政相談に関する制度の周知・PR 

・関係団体に行政相談の周知を図る。〔奈良〕 

 

 

・民生委員、保護司、人権擁護委員の担当課

を訪問し、それらの委員等と行政相談委員

の全国団体レベルでの連携活動への支援を

要請した。〔本省〕 

・管区局・事務所が行政相談委員と各種委員

等との連携強化を目指して行う創意工夫の

認められる取組に重点的に経費を助成し

た。〔本省〕 

・各種相談機関・委員等と各種委員（人権擁

護委員、民生委員等）や関係団体（地方公

共団体、社会福祉協議会、PTA、商工会議所、

青年会議所など）との間で連絡協議会等の

設置又は構成団体等の拡大を行い、意見交

換を行うなどの連携関係を構築・強化した。

〔北海道、東北、岩手、茨城、新潟、山梨、

中部、石川、奈良、九州、沖縄〕 

・各種委員との連携状況に関するアンケート

を実施し、合同相談の希望の有無等、支援

方策検討の基礎データを収集し、地方公共

団体に合同相談実施に向けた働きかけを実

施した。〔函館、佐賀〕 

・自主研修会において関係機関（法務局、財

務局、警察等）職員を招き意見交換を行っ

た。〔北海道、岐阜、兵庫、中国四国、愛媛、

沖縄〕 

・関係団体や各種委員等を対象とした行政懇

談会を開催した。〔三重、岐阜、和歌山、中

国四国、岡山〕 

・委員団体が開催する一日総合同相談所等に

おいて、諸団体（民生・児童委員協議会、

社会保険労務士会、行政書士会など）の参

加を求め、これら団体等間の新たな連携構

築を行う取組を支援した。〔近畿、宮崎〕 

・各種委員や関係団体等に対し、研修の講師

を勤めたり、パネル展示を行うなど、行政

相談委員制度等の説明、PR を行った。〔関

東、新潟、三重、奈良、中国四国〕 

 



13 

重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 

行政相談委員に各

種の専門分野を持つ

者、地方公共団体の相

談業務経験を有する

者等の幅広い人材を

得られるよう、また、

幅広い年齢層の者の

活躍や広域的な活躍

を図れるよう、行政相

談委 員 の委 嘱の 基

準・手続を改善し、柔

軟な運用を行う。 

  

○情報の収集および提供 

・委員に幅広い人材を得たり、広域的な活動を推

進するための管区局・事務所の取組を把握し、

管区局・事務所に情報提供する。〔本省〕 

 

○専門能力等に注目した委員の委嘱・活用 

・各種委員との兼務の実態に関する調査等を実施

し、委員の選考手続等に活用する。〔函館、山梨、

中部〕 

・補充委員等の新規委嘱に当たっては、市町村の

相談員等、既に住民からの相談に応じ、ノウハ

ウを有している者や専門的な知識を有する者を

選考するよう要請する。〔岐阜〕 

・各種委員等との兼務実態に係る調査結果を、各

種委員連絡協議会の開催支援等に活用する。〔山

梨〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・委員の委嘱の基準・手続に係る仕組みを改

正した。〔本省〕 

・各種委員（市町村の苦情相談委員等）との

兼務の実態に関する調査等を実施し、委員

の選考手続、各種委員連絡協議会の開催の

支援等に活用した。〔函館、山梨、石川〕 

・委員委嘱替えに際して、市町村に対し、新

規委嘱候補者については、専門的知識・技

能を有する者（①司法書士、税理士等法律

の専門家、②民生委員など各種委員、③（市

町村の相談員などの）広聴・相談業務の経

験者）や女性を積極的に推薦するよう要請

した。〔茨城、中部、岐阜、福井、中国四国、

鹿児島〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

イ 

従
来
の
連
携
を
見
直
し
改
善
す
る
活
動 

 

国の行政機関、独立

行政法人等との連携

による国全体の行政

相談対応を充実する

ねらいをもって、従来

の連絡会議等の連携

の仕組みを見直し、参

加者の理解・協力を得

て、改善・充実する。 

 

○他の行政機関等との連携 

・官公庁苦情相談連絡協議会において、事務所か

らの説明・依頼だけでなく、対応困難相談者に

ついての情報交換、相談処理に当たっての具体

的な連携方法の検討など参加機関にとって有意

義な議題を盛り込む。〔新潟、長崎〕 

・官公庁苦情相談連絡協議会において情報の共有

を行ったり、構成機関から、それぞれの相談窓

口において他機関の業務に係る相談があった場

合の対応について把握するなど、連携を強化す

る。〔関東、静岡、岐阜、三重〕 

・国等の機関の広聴相談業務等の担当職員を対象

とした相談能力向上研修を実施する。〔東北〕 

 

 

○災害時等における対応を想定した連携 

・大規模災害時でのワンストップでの相談機能等

を強化するため、官公庁苦情相談連絡協議会の

構成機関の拡充を図る。〔岩手〕 

・鳥インフルエンザ、台風災害等に迅速な住民支

援ができるよう官公庁苦情相談連絡協議会にお

いて、全国の事例について情報の共有を図る。

〔関東〕 

・災害時に設置される災害復興相談所等との連携

を充実させる。〔静岡〕 

・官公庁苦情相談連絡協議会において、災害発生

時等の特別行政相談活動への協力を要請する。

〔山形、鹿児島〕 

 

・関係府省申合せにより、国の行政機関等の

連携強化を図るための新たな枠組み（各府

省行政苦情相談連絡協議会）を構築した。

〔本省〕 

・「特殊法人等苦情相談連絡協議会」に未加

入だった法人に、協議会参加について働き

かけをし、参加に至った。〔本省〕 

・一日合同行政相談所出席行政機関の担当者

を招集し、行政相談制度のＤＶＤの視聴な

どを通じ、行政相談委員制度を含めその制

度の理解を得る取組を実施した。〔旭川〕 

・市町村に関する行政相談に係る市町村への

連絡文書の雛形を作成の上、平成 22 年度行

政相談委員全体会議で配布した。〔宮崎〕 

・明石大橋が架かる地区で実施した合同相談

所では、初めて本州四国連絡高速道路㈱に

参加を求めるなど地域の実情に応じた機関

に参加を求めるなどの工夫をした。〔兵庫〕 

・行政苦情連絡協議会の構成メンバーの設

置・拡大を図り、従来構成メンバーとなっ

ていなかった機関などをメンバ－とする合

同相談所の開設などの連携を行った。〔東

北、関東、鹿児島〕 

・行政苦情連絡協議会の構成メンバーと対応

困難相談者・相談実績についての意見交換

などを行い連携を図った。〔東北、関東、新

潟、長崎〕 

・各機関の協力を得て「相談窓口ガイド」を

作成・改訂した。〔岐阜、三重、長崎〕 

・官公庁苦情相談連絡協議会において、「特

別総合行政相談所設置・運営要領」を制定

し、大規模災害時の連携を確認した。〔長崎〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

ウ 

地
方
公
共
団
体
と
の
「
良
き
協
力
」
の
構
築
活
動 

総務省として、地方

公共団体が住民の福

祉向上の役割を担っ

ていることに配慮し、

行政相談活動に対し、

その協力が得られる

ように努める活動を

行う。 

 

○地方公共団体主催会議への参加等による制度周

知等 

・全都道府県・市区町村の長に対し、総務大臣名

で、総務省の行政相談活動の積極展開の方針に対

し理解・協力を依頼する文書を発出し、個別の地

方公共団体への働きかけを強化する。〔本省、全

管区局・事務所〕 

・市町村の首長・幹部職員等との懇親を深めつつ、

行政相談（委員）制度等の説明等を実施する。〔群

馬、中部、静岡、岐阜、三重、奈良、和歌山、

島根、九州、鹿児島〕 

・合併市町村の支所長会議で協力要請、支所単位

の行政相談担当者の選任依頼や当該担当者への

業務説明を行うなど支所（職員）との協力関係

の構築に努力する。〔中国四国、長崎、大分＜※

引き続き＞〕 

・新規委嘱委員のほか、委嘱期間が短く、辺地の

市町村の委員を優先に、定例相談所等に出向き、

積極的な支援と市町村担当者への協力依頼を実

施する。〔熊本〕＜※引き続き＞ 

・地方公共団体等に対し、行政相談（委員）制度

等の情報をメール等で配信する。〔神奈川、高知〕 

 

 

 

・全都道府県・市区町村の長に対し、総務大

臣名で、総務省の行政相談活動の積極展開

の方針に対し理解・協力を依頼する文書を

発出し、個別の地方公共団体への働きかけ

を強化した。〔本省、全管区局・事務所〕 

・地方公共団体の首長・幹部職員等を訪問し、

行政相談制度等について直接説明を行うな

どの交流を深めた。〔東北、富山、岐阜、京

都、島根、熊本、大分、沖縄〕 

・市が開催する相談所に当局職員を派遣し、

行政相談制度等の説明等を行った。〔中部〕 

・合併市町村の支所長会議で協力要請、支所

単位の行政相談担当者の選任依頼や当該担

当者への業務説明を行うなど支所（職員）

との協力関係を構築した。〔中国四国、長崎〕 

・地方公共団体が主催する会議等に参加し制

度の説明を行うなどの連携を図った。〔栃

木、石川、奈良〕 

・市に対し、担当委員と協力し、支所単位で 

巡回相談所を開設した。また、市担当者、

市担当委員とともに巡回相談所に出席し、

担当行政相談委員への支援を行った。〔中

部〕 

・（市の）ポスターやチラシに相談事例を載

せてもらうなどの連携を図った。〔三重〕 

・市公聴職員事務研修会に出席し、広報、制

度周知への協力を要請した。〔中国四国〕 

・委嘱委員について市役所職員へ委員紹介文

書の回覧を依頼した。〔九州〕 

・市町村に関する行政相談に係る市町村への

連絡文書の雛形を作成の上、委員全体会議

で配布した。〔宮崎〕 

・イントラネットを活用した行政相談制度の

情報発信を各地方公共団体に依頼した。〔高

知〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 
 

 ○当局主催会議への地方公共団体参加要請等によ

る制度周知等 

・委員ブロック会議における委員と市町村担当者

との意見交換会を充実し、定例相談所の開設、

広報の実施、苦情処理に当たっての双方の意

見・要望を聴取し、改善を図るための環境を整

備する。〔三重、四国、徳島〕 

・地方公共団体の広聴相談業務等の担当職員を対

象とした相談能力向上研修を実施する。〔東北〕 

・市町村と委員との間で連携協力についての文書

による申し合わせを提案する。〔九州〕 

・市町村等に対し「行政相談出前教室開催の手引

き」等を利用して、出前教室について理解を求

め、開催を打診する。〔群馬、鹿児島〕 

・「行政相談業務連絡会議」を共同開催する市町村

を拡大し、委員にも参加を要請する。〔栃木〕 

・地方公共団体との共催による相談所の開設や合

同相談所への協力等を依頼する。〔東北、石川、

鹿児島、沖縄〕 

・首長への行政相談委員機関誌への投稿を依頼す

る。〔岐阜〕 

・従来、定住自立圏市町を担当する委員が輪番で

参加していた事務所主催の合同行政相談所に当

該定住自立圏形成協定を結んでいる町からも職

員の派遣が得られるよう依頼する。〔滋賀〕 

 

○委員委嘱時の地方公共団体への協力要請等 

・市町村との連携機会を拡大するため、委員の委

嘱､事案処理の円滑化等を議題とする市町村担

当者との連絡会議の開催を検討する。〔山形〕 

・新任委員の委嘱状交付に当たっては、事務所で

行わず、地元市町村に出向き、首長立会いの下

で委嘱状の交付を行い、所長から首長に対し直

接、支援・協力を要請する。〔和歌山〕 

 

 

・市町村担当者を対象とした行政相談懇談

会・出前講座等を実施し、行政相談（委員）

制度等の周知を行った。〔青森、関東、群馬、

中部、三重〕 

・行政相談委員ブロック会議等の開催に当た

り、「行政相談業務に関するＱ＆Ａ」の配布、

説明など、市町村担当者への制度周知・連

携を図った（連絡会議の併催など）。〔山形、

富山、神奈川、四国、大分、鹿児島〕 

・委員の相談能力向上研修等に、地方公共団

体の広聴・相談業務担当職員の参加を呼び

掛け、参加を得た。〔東北、三重〕 

・委員が開催する自主研修会に、地元市町村

長の臨席を要請した。[奈良] 

・周辺市町村を含む市町村の協力を得て、合

同行政相談所を開設した。〔茨城、兵庫、徳

島、愛媛〕 

・委員機関誌への投稿を首長に依頼した。〔岐

阜、鹿児島〕 

・地域の中心の１市について、担当委員５人

と市長との間でモデル的に委員と市との行

政相談業務に関する連携協力の申し合わせ

を行った。〔九州〕 

 

 

 

・市を担当する委員を「市長委嘱の市政相談

員（仮称）」に位置づけることが決定され、

市に係る行政相談事案についても、積極的

に受付・処理することが可能となった。〔三

重〕 

・委員の委嘱に際し、地元市町村に出向き、

首長立会いの下で委嘱状を交付するととも

に、首長と懇談し、直接、行政相談活動及

び委員活動への協力を依頼した。〔和歌山〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談事案につ

いて、当局及び行政相

談委員と地方公共団

体との間で、相互に関

係のある情報の交換

を積極的に行う。 

・委員単独の対応が困難な市町村関係の事案は、

事務所から市町村に対し、可能な限り面談の上、

文書で参考連絡を実施する。〔青森〕 

・委員から市町村に対する関係事案の連絡方法が

区々となっているため、連絡文書の例示として

のひな形を作成し、新任委員研修の席上で配付

する。〔宮崎〕 

・地方公共団体が保有する住民からの国の行政機

関等に対する苦情や意見・要望等について当事

務所にも情報提供するよう、地方公共団体に働

きかけを行う。〔神奈川〕 

・避難してきている東日本大震災の被災者のため

の相談窓口等をまとめたガイドブックを作成し

て、各市町村に配布し、被災者の受入れ状況等

各市町村の状況に応じて活用する。〔山梨〕 

・平成 23年度に県との間で締結した行政相談に関

する申合せに基づき県を通じた行政相談委員の

周知及び県との情報連絡会などを実施する。〔宮

崎〕 

・地方公共団体の事案については、その必要

性に応じ、面談の上、文書により参考連絡

を実施し、その処理を促進しあった。〔青森〕 

・自治事務に係る事案であっても、できる限

り当該地方公共団体に赴いてヒアリング調

査や文書による参考連絡を実施するなど

し、積極的に対応した。〔茨城〕 

・市町村の広聴担当課と担当行政相談委員と

の意見交換会を実施し、それぞれが処理し

た相談事案を紹介し相互に連携して相談に

対応していくことを申し合わせた。[京都] 

・県副知事に趣旨説明を行った上で、県との

間で行政相談に係る連携・協力についての

申合せを締結した。〔宮崎〕 

・「東日本大震災」の被災者から相談があっ

た場合に対応できるよう被災者向けの「相

談窓口案内」を県内全市町村に配布した。

〔青森〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 国民に行政相談の

活用を促す活動につ

いて、地域における広

聴にも役立つものと

なるよう工夫し、協働

の取組を働きかける。 

・市区町村の協力を得て、事務所のホームページ

と市区町村のホームページとのリンクを実施

し、ホームページの内容を充実させる。〔東京、

岐阜〕 

・市町村の広報誌やホームページでの委員相談所

の掲載状況を把握し、更に連携・協力関係を強化

する余地がある市町村に対して広報を依頼する。

〔三重、岡山、鳥取、山口＜※引き続き＞〕 

・地域メディアと協力関係を構築し、事案・制度、

行政相談事例及び委員活動の広報等を行う。

〔奈良、鳥取〕 

・委員による定例相談所の開催状況の広報に加え、

市町村による相談窓口の広報を実施する。〔奈

良〕 

 

 

・地方公共団体と事務所のホームページとの

リンク付けをし、ホームページの充実も図

った。〔東京、岐阜、鳥取〕 

・地元新聞において、毎月、行政相談の受付

事案、委員の活動状況、その他行政相談の

各種取組等を紹介した。新聞紙面１頁の記

事が２回掲載された。〔奈良〕 

・地元のＦＭ放送局で「お困り NARA 行政相

談」が放送された。委員や職員が出演し、

行政相談の利用を呼びかけた。〔奈良〕 

・市町村の広報誌やホームページにおける委

員の相談所の掲載状況を把握した。〔鳥取〕 

・広報紙、ホームページ等で委員の相談所の

広報が不十分な市町に対し、広報を依頼し

た。〔山口〕 

・定例相談所や行政相談週間の広報につい

て、より効果的な手法を市町村担当者と検

討し、新たな取組として、ＣＡＴＶを活用

した広報を各市町村の協力の下で実施し

た。〔徳島〕 

・ケーブルテレビの市の情報番組で担当委員

がケーブルテレビに出演し、担当委員のイ

ンタビューや定例相談所の日時、場所の紹

介が相談週間の約１か月前、1 週間にわた

り放映された。〔大分〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

⑶ 
 

行
政
相
談
委
員
の
「
自
主
的
な
取
組
」
の
支
援
活
動 

 行政相談委員及び行

政相談委員の団体に

対し、ノウハウ等情

報の提供とともに、

当局主催の活動への

参加の機会の提供を

積極的に行う。その

際、インターネット

の活用が自主的な取

組に有効な手段とな

ることを踏まえた支

援を行う。 

○委員への情報提供の充実 

・委員活動に役立つ情報（ノウハウ等）について

研究を行い、資料として取りまとめて提供する。

〔本省〕＜※引き続き＞ 

・委員の実際の取扱事例に基づき周知することが

必要と思われる制度･仕組み、法改正等により変

更された制度、委員の取扱事例、多発事例、解

決困難事例などを委員の自主研修会や行政相談

情報などで適時に情報提供し、事例については、

必要に応じ解決できない理由や相談者への説明

方法を解説する取組等を拡充する。〔北海道（※

引き続き）、函館、釧路、千葉、神奈川、和歌山、

三重、中国四国、島根、徳島、佐賀〕 

・行政相談委員に対して東日本大震災関連の相談

窓口一覧や各種助成措置等の被災者支援に関す

る資料を配布する。〔和歌山、九州、佐賀〕 

・管内の各種相談機関の情報（例：各種相談機関

の受付内容、受付時間、受付方法、フリーダイヤ

ルの有無、）を充実させ、委員に提供する。〔函館、

青森、東京、山梨、中部、三重、近畿、岡山、島

根、九州、長崎、鹿児島〕 

・委員代表者等による委員の自主研修会へのオブ

ザーバー参加を支援し、他の地区の委員活動の状

況を情報提供する。〔秋田、静岡〕 

・類似の相談事案の発生が予想されるものについ

てタイムリーで正確な情報提供を行うため、他の

行政機関に協力を要請する。〔東北〕 

 

 

・行政相談担当者の参考になる行政相談事例

等について研究・整理した。〔本省〕 

・委員活動の手引きを改訂した。〔本省〕 

・50 周年記念事業の一環として、委員が自

由に意見交換等が行える電子掲示板を設置

した。〔本省〕� 

・委員の実際の取扱事例に基づき周知するこ

とが必要と思われる制度･仕組み、法改正等

により変更された制度、委員の取扱事例、

多発事例、今後相談が増加すると予想され

る事例、解決困難事例などを委員の自主研

修会や行政相談情報などで適時に情報提供

した。〔北海道、函館、旭川、釧路、東北、

茨城、千葉、神奈川、静岡、石川、三重、

和歌山、島根、徳島、佐賀〕 

・管内の各種相談機関の情報（例：各種相談

機関の受付内容、電話番号等）を充実させ、

委員に提供した。〔函館、釧路、青森、東京、

山梨、中部、石川、三重、近畿、和歌山、

島根、徳島、長崎、大分、鹿児島〕 

・ベテラン委員の体験談集として「行政相談

委員体験談集―行政相談委員活動を振り返

って―」を作成し、配布した。〔東北〕 

・委員自主研修会に委員代表者がオブザーバ

ー参加した。〔秋田〕 

・県内各地のイベント情報を収集し、委員に

提供。これを受け、委員の発案により、イ

ベント会場において、複数市町村の担当委

員と事務所職員の協働による広報活動を実

施した。〔山形〕 

・心理カウンセラーによる研修を実施し、多

種多様な相談者に対する応接能力の向上に

取り組んだ。〔和歌山〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況  

  

 

 

 

・委員からのアンケート結果に基づき、行政に対

する問題意識や関心事項等を把握・分析し、効

果的な事例研修等を実施する。〔富山、岐阜〕 

 

 

○当局主催の活動への参加の機会提供等 

・県内各地で開催されるイベントの情報を収集し、

全委員に提供するなどにより、イベントへの参

加（相談所の開設等）を希望する委員を支援す

る。〔山形、宮崎〕 

・新任委員等がベテラン委員や行政相談推進員と

共に相談受付を行い、ノウハウを学べる場とし

て、総合行政相談所を積極的に活用し、早期に

実践的な相談対応技術の習得、向上を図る。〔千

葉、近畿〕 

・委員ブロック会議において、相談事例研究を実

施し、委員研修の充実を図る。〔福井〕 

・委員の地区代表者との会議開催回数を増加させ、

地区代表者を中心とする委員間の協力体制の構

築を図る。〔新潟〕 

・複数市町村を対象範囲とする合同行政相談所の

開催を推進する。〔島根〕 

・委員の要請に応じ、合同相談所の開催を支援す

る。〔岐阜、近畿〕 

・委員団体主催の全体研修会の内容の見直し等に

より一層委員相互間の連携を密にし、委員活動

の活性化が図れるよう支援を行う。〔九州〕 

・委員ブロック会議を「行政相談業務地区協議会」

（仮称）として各種委員等との情報交換等を行

う場にし、委員の主体性を発揮させ、ネットワ

ークづくりを図る。〔沖縄〕 

 

・委員からのアンケート結果を、自主研修会

の研修テーマの選定、定例相談所の応援、

処理のアドバイス、ラジオを利用した広報

等に活用した。[富山、石川、岐阜] 

 

 

・一日合同行政相談所の周知広報の広域化に

対応して、周知広報の対象となった市町村

を担当する委員に出席を要請し、委員と協

働して相談所を運営した。〔茨城〕 

・新任委員等が実践的な相談対応技術を習得

するために、総合行政相談所において行政

相談推進員と共に受付・処理を実施した。

〔千葉〕 

・各地区の委員活動における課題や問題の発

表や合同相談所の利用実績が低調であった

原因の分析などを通じ、行政相談の利用向

上のための方策等の協議や職員の支援体制

と委員相互の連携の取組についての検討等

を実施した。〔新潟、大分〕 

・複数市町村を対象範囲とする合同行政相談

所の開催を支援した。〔島根〕 

・委員の要請に応じ、合同相談所の開催を支

援した。〔岐阜〕 

・管区局主催の行政相談フェアと委員団体主

催の一日総合合同行政相談所の同時開催を

実施した。〔近畿〕 

・委員団体主催の全体研修会の企画、講師選

定及び運営等各種支援を実施した。〔九州〕 

・委員の提案を踏まえ、事務所との協働で、

特設行政相談所を開設等の支援を行った。

〔宮崎〕 

・関係機関等とで構成される「行政相談業務

等協議会」の発足や、関係機関との合同行

政相談所の開催などによる当該関係機関等

との連携強化を支援した。〔沖縄〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 ○インターネット等による委員の広報支援 

・委員のインターネット活用の支援の在り方につ

いて検討する。〔本省〕 

・委員団体が開設するホームページについて、コ

ンテンツの提供等の支援を行う。〔滋賀、京都、

奈良〕 

・事務所ホームページを改良した上で委員団体の

ホームページとの連携を図り、広報効果を高め

る。〔京都〕 

・委員機関誌に委員の先進的な取組・活動等を掲

載するとともに、委員の視点からの内容となる

よう機関誌編集委員会に委員の代表を加える。

〔福井〕 

・県や関係機関と連携し、東日本大震災の避難者

への支援情報を取りまとめ、当事務所のホーム

ページに掲載し、定期的に更新する。〔秋田〕 

・一日合同行政相談所の開設案内チラシに、東日

本大震災関連の相談にも応じる旨を明記する。

〔佐賀〕 

・避難してきている東日本大震災の被災者のため

の相談窓口等をまとめたガイドブックを作成し

て、委員に配布し、被災者から相談があった場合

に活用していただくなど、委員による被災者のた

めの相談活動を支援する。〔山梨〕 

・行政相談委員に対し、相談対応等に活用できる

よう東日本大震災に係る被災者に対する支援に

ついてのホームページ情報や資料等を積極的に

提供する。〔沖縄〕 

 

 

 

・新規に開設した行政相談委員協議会のホー

ムページについて、開設からその後のホー

ムページに掲載する素材の提供等に至るま

での支援を実施した。〔京都、奈良〕 

・広報誌編集経験等のある委員を含めた機関

誌編集会議を立ち上げ、機関誌のコンテン

ツや編集方針等について数度にわたり意見

を聴取した。より読みやすい機関誌とする

ためビジュアル化や委員の求める情報を掲

載し充実化を図った。〔福井〕 

・東日本大震災の被災者から相談があった場

合に対応できるよう被災者向けの「相談窓

口案内」を県内全委員に配布した。〔青森〕 

・行政相談委員が、東日本大震災の被災者の

避難所で実施した特設相談所の支援（パン

フレット、広報物品等の提供）を実施した。

〔栃木〕 

・東日本大震災により避難されている被災者

のための救済・支援制度に係るチラシの局

ホームページへの掲載及び委員への提供に

着手した。〔九州〕 

・行政相談委員が開設する定例相談所の開設

案内チラシ及び事務所ホームページに、東

日本大震災関連の相談にも応じる旨を明

記し、地元の新聞には、東日本大震災関連

の相談にも応じる旨を明記した定例相談

所開設一覧を掲載した。〔佐賀〕 

・東日本大震災に関する県内自治体の支援取

組状況一覧を当事務所ホームページに掲載

した。（沖縄） 

 



22 

重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 行政相談委員の活

動状況や周辺環境を

把握し、行政相談委員

が例えば多彩な連携

活動や離島での活動

を実施する際、そのニ

ーズに適切かつ柔軟

に対応した情報提供

や支援活動等を展開

する。 

○委員への費用支援 

 

 

 

 

○委員に対する各種調査 

・委員にアンケートを行い市町村との連携状況を

把握し、更に連携・協力関係を強化する余地があ

る市町村に個別に協力を依頼する。〔函館〕 

・委員の活動状況や問題意識等を調査・分析し、

委員ごと、地域ごとの実情に合わせた支援を実施

する。〔栃木、石川、岐阜、三重、大分〕 

 

 

 

 

○委員の広報活動への支援 

・委員が自ら広報について市町村に相談できるよ

う、市町村における広報の実態を把握して委員に

周知する。〔関東〕 

 

 

 

・委員ブロック会議において、合併等により

市町村が広域化したことを踏まえ、相談所

開設等活動 1 回当たりの交通費の報告を求

めた。〔東北〕 

 

・委員活動に対し、市町村の協力状況等につ

いてアンケートを実施し、業務遂行上の基

礎資料とした。〔函館〕 

・各委員の活動状況（相談件数、相談所開設

回数、当該市町における市民相談等広聴業

務の実施の有無）や委員の意識等について

調査し、委員の支援等に活用した。〔栃木、

茨城、岐阜、中国四国〕 

・全委員から年間活動予定の提供を求め、そ

の情報を基に支援を実施した。〔石川〕 

 

・行政相談週間の広報計画に記載のない委員

に対して市町村広報に関するアンケート調

査結果を説明するとともに、市町村広報担

当課に対して特設相談所等の広報依頼をし

た。〔関東〕 

・各相談所の支援として、広報用のぼり旗を

作成し、希望委員に配布した。〔栃木〕 

・委員への意向調査を実施した上で、① 行

政相談週間に係る広報の委員の希望に配慮

した実施、② 委員活動（相談所開設等）に

係る広報資料（ポスター、チラシ、メモ帳

等）の作成等についての支援、③ ケーブル

テレビへの局の職員の出演、④ 広報･説明

資料作成及び情報検索方法に関するパソコ

ン研修の実施などの委員の支援を行った。

〔中国四国〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 ○離島等の地域における行政相談活動の支援等 

・離島の委員の活動に対し、行政相談懇談会（座

談会）の参加や、委員参加の一日合同行政相談

所の開設による支援を行う。〔鹿児島〕 

 

 

・地理的に支援が困難な離島において、委員

が毎年度独自に開催している行政相談懇談

会に参加し、行政相談及び委員制度の説明

を行うなどの委員支援を行った。〔鹿児島〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

経験ある行政相談

委員と新規委嘱の行

政相談委員との間に

おける連携・協力など

の行政相談委員相互

の連携・協力関係の仲

立ち、行政相談委員が

開設する相談所や開

催する研修・行事につ

いて希望に応じた各

種相談機関・関係団体

等に対する参加協力

依頼等を積極的に行

う。 

 

 

○経験ある委員と新規委嘱の委員との間の連携等 

・委員から収集した、他の委員に提供可能な自己

情報（現職・前職、資格、兼務公職、ボランティ

ア活動、特技、得意分野、趣味等）の一覧を作成

し、全委員に配布するとともに、目的を踏まえた

積極的活用を依頼する。〔中部、石川＜※引き続

き＞、島根、長崎〕 

・委嘱期間の短い委員に対し､積極的に活動を行っ

ているベテランの委員と合同での定例相談所を

開設するよう支援したり、委員が相互に受付事案

の処理を応援するなど、ベテラン委員が新任委員

を応援・指導する取組を支援する。〔北海道（※

引き続き）、山形、石川、岐阜、中国四国、山口、

四国〕 

・新規委嘱委員を対象とするベテラン委員を講師

とした研修会・体験説明や通信研修の開催等、委

員研修等に対し積極的に支援する。〔東北、石川、

長崎、鹿児島〕 

・新任の委員のいる定例相談所への職員派遣等新

任委員に対する支援を重点的に実施する。〔石川〕 

・専門的な知識や経験をもつ委員に対し、他の委

員へ助言・情報提供を行う特定事項担当委員とし

て新たに委嘱するなど、応援体制を整備し、委員

全体のスキルアップを図る。〔東北、山形、中部〕 

・委員同士で活用、情報交換するために各委員の

専門分野を記載した委員名簿の情報を更新した

り、希望する委員に、自身が活動する各種団体に

ついての説明機会を設け、委員間における新たな

連携関係の構築に係る取組を支援する。〔三重〕 

 

・新規委員等が行う定例相談に対し、ベテラ

ン委員が支援を行った。〔北海道、中国四国〕 

・新任委員と継続委員との協働の取組とし

て、委員相互に行政相談所に同席したり、

合同で行政相談所を開設するなどの支援を

行った。〔新潟、中国四国〕 

・委員活動の方法で苦慮している委員に対

し、同地区のベテラン委員が委員活動の方

法等について説明をし、そのノウハウの普

及を図った。〔岐阜〕 

・ベテランの委員が開催する行政懇談会へ未

開催の委員を招き運営方法等を指導するな

ど、未開催委員に対しても開催に向けた働

きかけを実施した。〔山形、中国四国〕 

・委嘱期間が短い者を対象に通信研修を実施

した。〔長崎〕 

・新規委嘱委員を対象とするベテラン委員を

講師とした体験説明及び意見交換等を行っ

た。〔鹿児島〕 

・各行政相談員についての専門的知識等に関

する情報（職業、資格・特技、各種団体等

への所属・活動状況等）を委員間で共有し、

必要に応じ、専門的知識を持った委員に対

して助言を求めることを可能にした。〔山

形、中部、石川、島根�、大分、長崎、新潟、〕 

・専門的な知識を持った委員について、応援

委員として担当区域外での活動をしてもら

うため、委員の意向を把握した。〔中部〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 

 

○一人配置市町村等における近隣委員間の連携 

・一人配置解消のため、複数市町村担当委員を配

置する（積極的に活動している委員や委員団体

役員等に一人配置市町村の担当も併せた複数市

町村担当委員になることを打診し、一人配置だ

った委員への助言、行事の共同実施、地域ごと

の委員間の連携推進等を行ってもらう。）。〔函

館、滋賀、長崎〕 

・一人配置市町村、未配置市町村で、近隣の委員

が必要に応じて応援できるよう、広域的な委員

活動を支援する。〔山梨、長野、三重〕 

・委員が持ち回りで相談所を開催し、空白が生じ

ないよう支援する。〔山梨〕」 

・委員の連携活動を強化するため、行政相談 PR活

動等のイベントにおける当該市町の近隣区域担

当委員にも参加を呼び掛ける。〔滋賀〕 

○合併市町村等における委員間の連携 

・合併市町村における複数の委員の連携・協働に

よる新たな活動の展開、新規委嘱委員等への協

力の在り方等について、委員の意見交換の場を

設け、共同活動が行えるよう支援する。〔福島、

石川、三重、鳥取、鹿児島〕 

・委員間連携の強化が必要な合併市の周辺部の町

の担当委員を集めた会議を開催し、委員活動実

施に当たっての問題点を把握するとともに、対

策を検討・実施。〔長崎〕 

・男女共同参画担当委員の事務負担（研修開催等）

を軽減するため、他の委員も加えた「委員会」

で事務を行う体制の整備を支援する。〔沖縄〕 

 

○各種委員との交流 

※（２）アの一つつ目を参照 

 

 

・委員協働による行事の実施や複数委員と合

同での相談所の開設等、委員相互の連携推

進を図った。〔函館、茨城、鹿児島〕 

・商業施設や地域でのイベント等を活用した

特設相談所開設など、特色ある委員活動の

実施について、知見のある近隣委員を派遣

した。〔茨城〕 

・委員が持ち回りで相談所を開催し、空白が

生じないよう支援を継続した。〔山梨〕 

・一人配置市町村、未配置市町村で、近隣の

委員が必要に応じて応援できるよう、広域

的な委員活動を支援した。〔長野、三重〕 

・委員間の連携を図るため、複数の町をそれ

ぞれ担当する委員を、それらの町全体を担

当する委員として委嘱した。〔大分〕 

・アンケート調査結果を踏まえ、委員の共同

活動の可能性等を検討し、適宜、関係委員

間の仲立ちを実施した。〔鳥取〕 

 

・合併市町の委員が共同で広報活動等を行っ

ている事例を委員の自主研修会で紹介し

た。〔石川〕 

・合併後も旧市町村単位で活動している委員

による旧市町村の範囲を超えた共同活動

（特設相談所の開設等）を支援した。〔福島、

三重、鳥取〕 

・合併市周辺町担当委員（一人配置町と重複）

を対象に行ったアンケートに基づき、「合併

市周辺町担当行政相談委員との意見交換

会」を実施した。〔長崎〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談委員と各

種の社会的活動を行

う人々とのネットワ

ーク構築の環境整備

のため、行政相談委員

又は行政相談委員の

団体が各種委員等や

関係団体等と新たな

連携関係を構築しよ

うとする取組を支援

する。（再掲） 

※（２）アの一つ目を参照 

 

 ※（２）アの一つ目を参照 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談委員の活

動に対する各般の理

解を深めるための広

報活動を行う。 

○広報媒体を有効利用した委員活動の周知・PR 

・総務省ホームページ等を活用した広報活動を充

実する。〔本省〕＜※引き続き＞ 

・事務所のホームページに委員の活動実績、改善

事例等を掲載し、広報活動を充実させる。〔鹿児

島〕 

・定例相談所等の開設等に当たり、具体的な相談

例や委員制度についてのコメント等を記載した

チラシの回覧（配布）への協力を依頼する。〔山

梨、兵庫〕 

・ポスターに定例相談所等の開催日や委員名を記

載し、相談事案の発掘や制度の周知・普及を促

進する。〔山梨〕 

・委員が参加する一日合同相談所のポスターを市

町村の屋外掲示板に掲出するなど、広報の方法

を工夫し、行政相談及び委員制度の周知を図る。

〔鹿児島〕 

・局作成のチラシや広報用物品、局封筒にもイン

ターネット検索による行政相談の受付を印刷表

示することにより、積極的にＰＲを実施する。

〔中部〕 

 

 

・50 周年記念事業等に係るホームページを

開設した。〔本省〕 

・本省及び管区局・事務所の行政相談ホーム

ページで活用する広報用動画を作成した。

〔本省〕 

・ホームページの委員活動等の情報を充実さ

せるとともに、地方公共団体のホームペー

ジとのリンクを行った〔岐阜〕 

・委員の活動及び行政相談事案について、パ

ネルを委員と共同で作成し、各相談所へ掲

示した。〔栃木〕 

・チラシの各戸回覧（配布）への協力を依頼

し、実施した。〔山梨、兵庫〕 

・定例相談所の年間開設予定を記載したチラ

シを作成し、委員に配布等した。〔鳥取〕 

・ポスター用の開催日や委員名を記載したシ

ールを委員及び市町村に配布した。〔山梨〕 

・自治会長会に、事務所職員と担当委員が出

向き、パンフレット等を用いて行政相談制

度や担当委員を周知した。〔三重〕 

・巡回行政相談所、特設行政相談所において、

委員の広報向けに行政相談解決事例を説明

するパネルを作成し、必要に応じて貸し出

しを行った。〔新潟〕 

・地区のイベント等をとらえ、広報用物品（バ

ンソウコウ、メモ帳、クリアファイル、テ

ィッシュ等）に行政相談関係の情報（定例

相談の日時、場所等）を印刷して配布した。

〔東北、中部、三重〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 ○メディアを通じた委員制度の周知、PR 

・地元メディア（ケーブルテレビ、ローカル紙な

ど）と協力関係を構築し、定期的に委員活動等

の広報を行う。〔中部、奈良、三重、福井〕 

・FMラジオについては、一日合同相談所の広報（毎

日お昼に開催案内を放送）に効果的であったこ

とを踏まえ、積極的に推進する。〔岐阜〕 

・ブロック会議、一日合同相談所、出前教室、委

員自主研修会等各種行事の実施等の機会を利用

して、地元メディアに対する積極的な報道依頼

を実施し、その際には、委員取扱事例等を活用

する。〔中部〕 

 

○各種会議等における委員の紹介、PR 

・町内会の総会や民生委員の会議等に、職員と担

当委員が出向き、市町村ごとに作成したパンフ

レット（委員の名前、顔写真、連絡先、改善事

例等を掲載）を用いて制度や担当委員を周知す

る。〔釧路、三重〕 

・官公庁苦情相談連絡協議会において、事務所及

び委員から、委員のＰＲ（活動環境整備）、協力

依頼等を行う。〔福島〕 

・行政懇談会参加構成団体や一日合同相談所参加

機関等との連携を通じ、各団体・機関の行政相

談制度についての理解を深める。〔関東、徳島〕 

・大学生等を対象とする出前講座で、委員制度を

周知する。〔山形、滋賀、岡山〕 

・男女共同参画担当委員と関係相談機関・委員等

との会議を開催し連携を図る。〔中部、静岡、

旭川〕 

・委員が地区まつり等の地域のイベント会場等で

行う広報活動を支援し、効果的に実施する。〔三

重、奈良、新潟〕 

 

・地元メディア（ケーブルテレビ、ラジオ、

ローカル紙など）と協力関係を構築し、定

期的に委員活動等の広報を行った結果、メ

ディアからの取材・報道や記事の掲載など

の成果を得た。〔中部、岐阜、三重、奈良、

徳島、大分〕 

・行政相談週間に合わせて当局で作成した一

日合同行政相談所周知用チラシ、委員が開

設する相談所の周知用チラシ及び市の広報

紙にインターネット検索による行政相談の

受付を印刷表示した。〔中部〕 

 

 

・町内会の総会や民生委員の会議等に、職員

と担当委員が出向き、市町村ごとに作成し

たパンフレット（委員の名前、顔写真、連

絡先、改善事例等を掲載）を用いて、制度

や担当委員の周知を実施した。〔釧路〕 

・民生委員、人権擁護委員等を対象に行政相

談懇談会等を実施し、行政相談制度の説明、

意見交換等を行った。〔東京、岐阜、宮崎〕 

・「官公庁苦情相談連絡協議会」を開催し、

委員活動への協力を依頼した。〔福島、鹿児

島〕 

・行政懇談会参加構成団体や一日合同相談所

参加機関等との連携を通じ、各団体・機関

の行政相談制度についての理解を深めた。

〔関東、徳島〕 

・大学生等を対象とする出前講座で、委員制

度を周知した。〔山形、滋賀、岡山〕 

 



29 

重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

 ○ 広報支援のための実態把握等 

・各種委員団体の組織や運営状況（会議等の実施）

の実態把握を行い、その結果をもとに、行政相

談（委員）制度の説明等をできるよう働きかけ

る。〔東京〕 

・委員が直接連絡して迅速な対応ができるよう、

苦情申出の多い公的民間組織等（公共交通機関

等）を把握し、委員業務に対する理解、協力を

働きかける。〔九州〕 

・行政相談委員と人権擁護委員及び民生委員の県

会長との意見交換結果を踏まえ、人権擁護委員

との合同行政相談所の開設の協議を進めてい

く。〔宮崎〕 

・委員の照会・現地処理が円滑に行えるよう、国

の行政機関等に対して委員についての周知を徹

底する。〔鹿児島〕 

 

 

・バス運行関係の苦情申出が比較的多いた

め、県バス協会及び西日本鉄道株式会社に

対し行政相談及び委員制度の理解並びに委

員による苦情処理についての協力を要請し

た。〔九州〕 

・全委員を対象とした各種委員等との連携を

図る取組内容等についてのアンケート及び

全市町村を対象とした各種委員等の配置状

況等の実態調査を実施した。〔宮崎〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談委員の活

動に際して生じた各

種のトラブル・危機発

生の事例を把握し、そ

れらの防止及び発生

時の適切な対応のた

めの方策を取りまと

め、必要な情報を行政

相談委員に提供する

とともに、行政相談委

員の個人情報保護等

の対策を充実し、暴力

を振るう者等の対応

困難相談者対策に関

する関係機関との連

携を強化する。 

○委員活動におけるトラブル防止方策 

・委員活動の安全確保・トラブル防止に役立つ情

報について研究を行う。〔本省〕＜※引き続き＞ 

・相談対応マニュアル、行政対象暴力対策マニュ

アル等のトラブル防止・安全確保に関するマニュ

アルを配布する。〔岩手、富山、岐阜、三重、鹿

児島〕 

・相談者とのトラブル防止のための研修を実施す

る（例：県警等の専門機関、企業のコールセンタ

ースタッフ向け研修の講師等による研修）。〔佐

賀〕 

・職員が定例相談所等を訪問した際に状況を把握

するとともに、委員単独での対応が困難と考えら

れる場合に職員が同席し、場合によっては対応を

事務所で継続する。〔山梨〕 

・委員ブロック会議、委員の自主研修会等におい

て、専門家によるカウンセル技術に関する研修を

実施する。〔熊本〕＜※引き続き＞ 

・全体会議、ブロック会議等において委員に対し、

対応困難相談者からの相談があった場合は、速や

かに事務所に連絡するよう要請する。〔岐阜〕 

・ブロック会議等において、委員活動に伴うトラ

ブル等について意見交換をする。〔中国四国〕 

 

 

 

・行政相談委員中央研究会で対応困難相談者

について研究した。〔本省〕 

・行政相談業務を担当している職員が協力し

て対応困難者相談対応時の経験等の心得集

を作成し、本省及び全管区局内事務所に配

付した。〔関東及び管内事務所〕 

・行政相談ブロック会議・研修会等において、

対応困難相談者への対応方法等について、

事務所職員が説明した。〔茨城〕 

・対応困難相談者や行政対象暴力への対応方

法等に関する書籍を購入し、希望する委員

に対して配布した(事務費弁償金の活用)。

〔茨城〕 

・積極的な定例相談所の訪問に努め、その際

に状況を把握し、委員単独での対応が困難

な場合の職員の同席及び対応の事務所での

継続等を実施した。〔山梨、岐阜〕 

・対応困難者・行政対象暴力対応マニュアル

（パンフレット）等を委員に配布・説明し

た。〔東北、岩手、富山、岐阜、三重、山口〕 

・委員の全体会議等において災害対応マニュ

アルを配布した。〔石川、鹿児島〕 

・相談者とのトラブル防止のための研修を実

施した（例：県警等の専門機関、企業のコ

ールセンタースタッフ向け研修の講師等に

よる研修）。〔岩手、茨城、新潟、佐賀〕 

・自主研修会等において、委員活動に伴う各

種のトラブル等について意見交換をした。

〔中国四国〕 

・ブロック会議において、カウンセラーを講

師として招聘し、自己の力の限界を知るこ

となどを内容とするカウンセル技術につい

て研修を実施した。〔熊本〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

  

  
○委員及び相談者の個人情報保護等 

・都市部や女性の委員等からの希望に応じ、自宅

住所や自宅電話番号の広報を控える。〔北海道＜

※引き続き＞、鳥取、島根〕 

・研修、会議、委員向け通信等で、相談者の個人

情報の取扱いに係る留意点を周知する。〔山梨、

釧路〕 

・対応困難相談者対策についての講演・意見交換

等を委員の研修会において実施する。〔石川〕 

 

 

 

 

 

 

 

○関係機関との連携強化 

・県警と連携して行政対象暴力に関する研修を実

施する。〔三重〕 

・県警に対し、委員の安全確保を口頭で申入れを

行う。〔中部〕 

 

 

 

・都市部の委員、常習的な対応困難相談者を

抱えている委員、女性委員など、嫌がらせ

電話や付きまといなどのトラブルが予想さ

れる場合は、委員の意向を確認し、広報誌

等への掲載など、自宅住所・電話番号の周

知を控える等の対応を行った。〔北海道、茨

城、島根〕 

・新任委員研修の際、個人情報保護と委員活

動の関係について説明を行った。〔北海道〕 

・個人情報保護を巡るトラブル防止及び個人

情報保護に関する事案処理の参考のため個

人情報保護に関する講演を全体会議で実施

した。〔釧路〕 

・個人情報（住所、電話番号、顔写真等）の

取扱いについて、全委員を対象にアンケー

トを実施し、把握した。〔山口〕 

 

・県警に委員名簿を提供し相談活動に際し、

安全確保への協力を依頼した。〔東北〕 

・市町村担当者に対し、委員の安全確保につ

いて協力を依頼した。〔岩手、富山〕 

・県警（刑事部組織犯罪対策課）に対し、委

員の安全確保を口頭で申入れた。〔中部、富

山〕 

・委員における対応困難相談者への対応方法

への学習と、県警察本部における委員制度

への理解を深めることを目的に、委員自主

研修会に、県警察本部職員(広聴担当)を講

師として招くことを支援した。〔新潟、茨城〕 

・行政相談委員・市町村行政相談担当者ブロ

ック会議時に、県警の職員を講師に迎えて

「行政対象暴力等トラブルへの対処方法」

について研修を実施した。〔東北〕 

 



32 

重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

行政相談委員に各

種の専門分野を持つ

者、地方公共団体の相

談業務経験を有する

者等の幅広い人材を

得られるよう、また、

幅広い年齢層の者の

活躍や広域的な活躍

を図れるよう、行政相

談委 員 の委 嘱の 基

準・手続を改善し、柔

軟な運用を行う。（再

掲） 

※（２）アの二つ目を参照 

 

※ （２）アの二つ目を参照 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

⑷ 
 

行
政
相
談
委
員
と
の
「
協
働
」
活
動 

 
 

行政相談委員が受

け付けた行政相談事

案についての調査・分

析を充実し、共に国民

の視点に立って、より

良い、満足度の高い対

応の実施を目指しつ

つ、政策課題の抽出・

構成を図る。このた

め、日常的に職員が行

政相談委員への「声か

け」を励行するなど、

コミュニケーション

強化を行う。 

・委員との日常的な連携を強化し、委員が情報提

供を依頼しやすいようにするとともに、迅速か

つ的確に対応する。〔函館、山梨、岐阜、三重〕 

・すべての委員に月１回電話等で声掛けをしたり、

定期的に事務所の近況を報告するなど委員との

コミュニケーション強化に努める。〔関東、中国

四国、山口〕 

・月例報告に疑問点や苦慮している点などの記載

があった場合だけでなく、報告がなかった委員

にも連絡をとる「声かけ運動」を実施する。〔群

馬、鳥取、岡山、鹿児島〕 

・委員の段階では十分な処理が難しい事案のより

一層適切な処理と処理経過や結果の丁寧な説明

をする。〔山梨〕 

・委員が処理した事案のうち、更に対応が可能な

事案を積極的に取り上げ、協働で対応する。〔中

部〕 

・「事例集」に協働処理した事案を紹介する等して、

委員のモチベーションをあげる。〔岐阜〕 

・委員団体が実施する委員研修への協力(研修課題

の提供、職員の派遣、参加予定委員への連絡等)

を積極的に行う。〔大分＜※引き続き＞〕 

・委員から提出された月例報告・苦情事案報告に

ついて、苦情事案、委員意見に結びつく事案の

発掘を行い、課内検討会において事案の分析・

整理を行う。〔鹿児島〕 

 

・月例報告受理時に委員に電話し、月例報告

のお礼や未報告事案の有無等声かけを行

い、また、委嘱替えの継続委員に対し、お

礼の電話連絡を行うなど、委員との連携強

化に努めた。〔函館、青森、関東〕 

・月例報告の提出のない委員を中心に電話連

絡等を実施した。〔関東、群馬、新潟〕 

・再委嘱に係る依頼について、行政相談課長

が各委員の元を訪ね、個別に面談を実施し

た。〔徳島〕 

・委員が処理した事案のうち、当局による対

応が可能・必要な事案を積極的に取り上げ、

委員に対し事案詳細の照会などを行うこと

により事案処理の的確さを確保するよう努

めた。〔茨城、中部〕 

・県内での交通事故を契機として、県内の交

通安全について、委員団体との協働活動と

して実情を把握し、幅広く改善を促進した。

〔栃木〕 

・全体会議、ブロック会議、委員自主研修会

等の機会をとらえ、委員との協働処理の推

進を働きかけた。〔岐阜〕 

・新規委嘱した委員が行う、初回の行政相談

所に職員を派遣した。〔三重〕 

・各市町で開催される定例相談所・特設相談

所（地区まつり等を含む）等に職員を派遣

した。〔三重〕 

・委員の相談受付件数の減少が著しい地区を

対象に、重点的に特設相談所への職員派遣

や広報物品の配布を実施した。〔神奈川〕 

・積極的な定例相談所の訪問等により連携を

強化し、委員からの処理協力の求めに迅速

に対応した。〔山梨〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況  

 管区行政評価局（北

海道管区行政評価局

に置く行政評価分室、

四国行政評価支局及

び沖縄行政評価事務

所を含む。）・行政評価

事務所が実施する事

業を行政相談委員が

活用して柔軟に活動

を展開できるよう、事

業の実施方法を工夫

し、密接な連携を進め

る。 

※（３）一つ目「○当局主催の活動への参加の機

会提供等」を参照 

 

 

※（３）一つ目「○当局主催の活動への参加

の機会提供等」を参照 

   行政相談委員の活

動状況や周辺環境を

把握し、行政相談委員

が例えば多彩な連携

活動や離島での活動

を実施する際、そのニ

ーズに適切かつ柔軟

に対応した情報提供

や支援活動等を展開

する。（再掲） 

※（３）の二つ目を参照 

 

※（３）の二つ目を参照 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況 

  行政相談委員が出

前教室等により地域

における積極的な活

動展開を図る際の企

画・実施の支援活動を

行う。 

 

 

○出前教室等開催の支援 

※（３）の五つ目を参照 

・小中高生、大学生、社会人等を対象に出前教室・

行政懇談会等の開催を委員団体等と協働して実

施する。〔旭川、福島、福井、岐阜、近畿、兵庫、

岡山、大分、沖縄〕 

・委員による県立大学での出前講座の開催を支援

するとともに、従来から実施している国立大学の

出前講座への委員の参加を促進する。〔島根〕 

・小中学校の出前講座については、事前に身近な

問題についてアンケートを行い、その結果を児童

生徒に紹介することにより行政相談がより身近

なものと感じられるよう工夫する。〔兵庫〕 

・行政相談出前教室について、開催事例に基づく

指針の策定について検討し、研修会等での説明を

通じて委員の理解を深め、委員主体の出前教室開

催への支援を行う。〔静岡〕 

・委員が開催する出前教室の実施に向けた勉強会

や見学会に対する支援、実施を希望する委員に対

する支援（関係機関への協力依頼、職員の派遣、

会議等の場でのノウハウを提供など）などを積極

的に実施する。〔奈良、和歌山、徳島、長崎〕 

 

○特別巡回行政相談所の開設 

・東日本大震災の避難者を支援するため、被災者

が入居している公営住宅において、委員団体と管

区局とが協働して「特別巡回行政相談所」を開設

する。さらに、管内事務所に対し、管区局に準じ

た取組を促し、実施する事務所に対して必要な支

援を行う。〔近畿〕 

・近畿管区局の取組に準じ、東日本大震災の避難

者を支援するため、被災者が入居している雇用促

進住宅において、地元委員と協働して「特別巡回

行政相談所」を開設する。〔福井〕 

 

 

※（３）の五つ目を参照 

・小中高生、大学生、社会人等を対象に出前

教室・行政懇談会等の開催を委員団体等と

協働して実施した。〔旭川、関東、栃木、東

京、新潟、岐阜、三重、近畿、福井、滋賀、

京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、徳島、

長崎、沖縄〕 

・委員が開催する出前教室の実施に向けた勉

強会や見学会に対する支援、実施を希望す

る委員に対する支援（関係機関への協力依

頼・交渉、職員の派遣、会議等の場でのノ

ウハウを提供など）などを積極的に実施し

た。〔福島、栃木、新潟、和歌山、徳島、富

山、長崎、沖縄〕 

・委員と協働で出前教室を開催し、改善事例

パネルやビデオ等を利用して支援を行っ

た。〔東北、中部〕 

・出前教室において、小学生にも理解しやす

いような言葉をこれまで以上に多く使用す

るなど、内容の見直しを図った。〔東京〕 

・県の教育委員会ホームページにおける「行

政相談出前教室」の掲載や、イベント参加

などを通じ行政相談出前教室を積極的にＰ

Ｒした。〔滋賀〕 
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重視する具体的なアクション 当面の特徴的な取組 平成 22年度の取組実施状況   

平成 23 年度の行政

相談委員制度 50 周年

を行政相談の意義を

国民に再確認してい

ただく好機ととらえ、

積極的な広報展開を

含む記念事業を行政

相談委員と協働して、

企画・実施する。 

・各種の広報活動の際に、行政相談委員制度 50周

年のアピールを実施する。〔本省〕＜※引き続き 

・委員制度 50周年記念事業として、委員団体と共

催で式典の開催等を予定し、委員と協働して企

画・準備をする。〔北海道（※引き続き）、東北、

中部、静岡、岐阜、近畿、岡山、徳島〕 

・委員活動や新聞広報等により地域住民に対して

制度の周知を図る。〔北海道（※引き続き）、徳島、

高知〕 

・合同庁舎の電光掲示板で制度の周知を行う。〔北

海道（※引き続き）〕 

・委員制度 50周年について記念誌（特集号を含む。）

を作成する。〔東北、石川、岐阜、近畿、岡山〕 

・行政相談委員制度 50 周年記念標語を募集する。

〔中部、三重〕 

・大学でのオープン講座方式の出前講座について、

平成２３年度は行政相談委員制度５０周年事業

の要素を取り入れて実施する。〔兵庫〕 

・行政相談委員制度 50周年記念パネル展を開催す

る。〔中国四国、岡山〕 

・広報物品に 50周年を記念する表現を印刷するな

ど、積極的な広報活動を行う。〔中国四国、鳥取〕 

・毎月、地元新聞に掲載している広報用記事中に、

50周年を記念する表現を記載する。〔鳥取〕 

・行政相談委員制度 50周年記念公開講座を地元有

識者（行政相談委員、民生委員、行政書士等）

によるパネル討論形式で地元大学において開催

する。（島根） 

・特設相談所の開設と併せた広報活動を実施し、

行政相談委員制度 50 周年をアピールする。〔旭

川、四国、徳島〕 

 

・委員制度 50 周年記念事業として、委員団

体と共催で中央式典の開催等を予定し、委

員と協働して企画・準備した。〔本省〕 

・委員制度 50 周年記念標語の選定を委員団

体と協働して企画し実施した。〔本省〕 

・平成 23 年度特殊切手（行政相談委員制度

50周年）を発行した。〔本省〕 

・各種会議等の機会に委員や国や地方公共団

体に対して、委員制度の周知を行った。〔北

海道〕 

・新聞で相談委員制度 50 周年について周知

を図った。〔北海道〕 

・委員制度 50 周年記念事業として、委員団

体と共催で式典の開催等を予定し、委員と

協働して企画・準備を進めた。〔北海道、釧

路、富山、高知〕 

・記念誌・記念品の発行を準備した。〔釧路〕 

・新聞広報等を活用し、地域住民に対して制

度の周知を図った。〔釧路〕 

・行政相談委員制度 50 周年記念標語を募集

した。〔中部、三重〕 

・委員制度 50 周年について記念誌（特集号

を含む。）の編集に着手した。〔徳島〕 

・平成 23年度が委員制度 50周年に当たるこ

とをアピールする委員用名刺を作成し配布

した。〔高知〕 
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（注１）〔 〕書き内の表記については、「北海道」、「東北」、「関東」、「中部」、「近畿」、「中国四国」、「九州」は各管区行政評価局を、「函館」、「旭川」、「釧路」は

北海道管区行政評価局の各行政評価分室を、「四国」は四国行政評価支局を、その他都道府県名は各行政評価事務所を示すものである。 

（注２）本資料においては、以下の略語を用いている。 

  管区局 － 管区行政評価局（四国行政評価支局及び沖縄行政評価事務所を含む。） 

  事務所 － 行政評価事務所（行政評価分室を含む。） 

  委員 － 行政相談委員 

  委員意見 － 行政相談委員が行政相談委員法（昭和 41 年法律第 99号）第４条に基づいて総務大臣に対して述べる行政運営の改善に関する意見 

   

 


