
平成 30年度行政相談委員全体会議を開催します（お知らせ） 

(連絡先) 

近畿管区行政評価局行政相談課長 山根京子  

電話（直通） ０６（６９４１）８３５８ 

ＦＡＸ ０６（６９４１）８９８８ 

平成  30 年 5 月 9 日  

近畿管区行政評価局

行政相談委員全体会議で行政相談委員を表彰 

近畿管区行政評価局では、平成 30 年度行政相談委員全体会議を開催し、住民の行政困り

ごとの解決に日頃から尽力されている行政相談委員の表彰等を行います。 

 行政相談委員は総務大臣が委嘱し、民間ボランティアとして地域から篤い信頼を得て活動

しており、大阪府内で 195 名（平成 30 年 5 月１日現在）の委員が委嘱されています。 

◇ 近畿管区行政評価局長表彰 （8 名）
業績が顕著で他の模範と認められる行政相談委員を表彰します。

◇ 近畿管区行政評価局長感謝状（17 名）
委員業務の遂行に特に尽力した行政相談委員に対して感謝状を贈呈します。

（表彰委員は別添のとおりです。）

(参考：会議次第) 

１ 開 会(13:30) 

２ 近畿管区行政評価局長あいさつ(13:30) 

３ 来賓祝辞(13:40) 

４ 委員表彰及び感謝状の贈呈(14:00) 

・ 近畿管区行政評価局長表彰

・ 近畿管区行政評価局長感謝状贈呈

・ 全国行政相談委員連合協議会会長表彰

・ 近畿行政相談委員連合協議会会長表彰

５ 被表彰者記念撮影 (14：40)     

                          

日 時：平成 30年 5 月 18日（金）13 時 30分～15 時 30 分 

場 所：ホテルアウィーナ大阪 4 階 金 剛 の 間 

(大阪市天王寺区石ケ辻町 19－12) 

行政相談シンボルマーク



 
別 添 

顕 彰 委 員 一 覧 

 

１ 平成 30年度近畿管区行政評価局長表彰（8名。五十音順）   
 

石川 勝啓 （いしかわ かつひろ）委員（大阪市生野区） 

加茂 守一 （かも もりかず）委員 （東大阪市） 

革島 康雄 （かわしま やすお）委員 （大阪市淀川区） 

河野 順子 （こうの じゅんこ）委員 （守口市） 

田原 晃 （たはら あきら）委員 （大阪市天王寺区） 

寺  健治 （てらつじ けんじ）委員 （吹田市）  

南  秀樹 （みなみ ひでき）委員 （大阪市都島区） 

山村 武子 （やまむら たけこ）委員 （和泉市） 

 

２ 平成 30年度近畿管区行政評価局長感謝状（17 名。五十音順） 
 

天野 治 （あまの おさむ）委員 （大阪市平野区） 

井田 一裕 （いだ かずひろ）委員 （大阪市東淀川区） 

河合 一明 （かわい かずあき）委員 （大阪市東住吉区） 

坂上 欽也 （さかうえ きんや）委員 （熊取町） 

勝  泰子 （すぐる ひろこ）委員 （大阪市淀川区） 

寺本 佳世子 （てらもと かよこ）委員 （大阪市東淀川区） 

仲谷 德雄 （なかたに とくお）委員 （河南町） 

中谷 久夫 （なかたに ひさお）委員 （摂津市） 

西川 睦子 （にしかわ むつこ）委員 （大阪市都島区） 

平井 正丈 （ひらい まさたけ）委員 （交野市） 

前川 順子 （まえかわ じゅんこ）委員（豊中市） 

松本 和子 （まつもと かずこ）委員 （大阪市天王寺区） 

三木 一誠 （みき  かずしげ）委員 （大阪市福島区） 

村岡 由美子 （むらおか ゆみこ）委員 （枚方市） 

山本 道隆 （やまもと みちたか）委員（四條畷市） 

山本 能嗣 （やまもと よしつぐ）委員（堺市南区） 

原 隆 （よしはら たかし）委員 （大阪市福島区） 

 

３ 平成 30年度全国行政相談委員連合協議会会長表彰（3名。五十音順） 
 
   土原 直美 （つちはら なおみ）委員（泉佐野市） 

矢倉 芳彦 （やぐら よしひこ）委員 （河内長野市） 

由佐 満雄 （ゆさ みつお） 委員 （吹田市） 



 

 

 

４ 平成 30年度近畿行政相談委員連合協議会会長表彰（6名。五十音順） 
 

池田 忠司 （いけだ ただし）委員 （岸和田市） 

大野 靖彦 （おおの やすひこ）委員 （大阪市平野区） 

島  伸行 （しま のぶゆき）委員 （豊中市） 

高田 宏司 （たかだ こうじ）委員 （大阪市住之江区） 

塚本 公春 （つかもと きみはる）委員（守口市） 

箱谷 香代美 （はこたに かよみ）委員 （大阪市平野区） 

 

 

（参考） 

  近畿管区行政評価局行政相談委員全体会議では、大阪府内の行政相談委員のうち、次の１から４に該当する行政

相談委員を表彰します。 

   １ 近畿管区行政評価局長表彰 

   管轄区域内（近畿地方 7府県内）における行政相談委員のうち、通算委嘱期間が４年以上で、業績が顕

著で他の模範とするに足りると認められる者 

   ２ 近畿管区行政評価局長感謝状 

     管轄区域内の委員のうち、委員業務の遂行に特に尽力した者 

     ３ 公益社団法人全国行政相談委員連合協議会（略称「全相協」）会長表彰 

     行政相談委員の全国団体である全相協の発展に関し功績のあった者等 

4 近畿行政相談委員連合協議会（略称「近畿広相協」）会長表彰 

    行政相談委員の近畿地方の団体である近畿広相協の発展に関し功績のあった者等 

    



参 考 

 

 

 

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者です。 

国の行政に関する苦情などの相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関に対する

通知などを行っています。 

 

○ 無報酬のボランティアで活動しています。 

○ 大阪府内に 198 人、近畿管内で 689 人配置（全国で約 5,000人配置）されています。 

○ 市(区)役所・町村役場、公民館などで定期的に相談所を開設しています。 

 

行政相談委員の活動例 

   

行政相談委員が相談所を開設      行政相談委員が広報・PR活動を実施 

  

  

【行政相談委員とは】 



 

１ 「通学道路の道路標示「止まれ」の書き換えが行われ、文字が見えやすくな

りました」       （吹田市担当委員：寺  健治） 

相談内容 

  

 改 善  

通学道路の「止まれ」の文字がはがれ

ています  

このままでは車の運転者が道路標示に

気付かず事故になる恐れがあり、危険 

行政相談委員が道路管理者に働きか

けた結果、道路標示の書き換えが行

われ、文字が見えやすくなりました 

改善前 

「止まれ」の文字が見えにくい。 

改善後 

文字がはっきりみえるようになりました。 

 

２ 「府道から水路への転落を防ぐ安全対策が講じられました」 

       （守口市担当委員 河野順子） 

相談内容 

交差点の一角に、蓋がない水路と府道を隔てるものが何もなく、危険な箇所がある。

交通量も多いので、水路に落ちないように処置してほしい。 

 

 

 改 善  

行政相談委員が、大きな商業施設の近くで大勢の人

通りがあるにもかかわらず、転落の恐れがある状態を

確認し、関係機関に連絡し、防護フェンスが水路の周

囲に設置（右写真）され、歩行者や自転車利用者の安

全が確保されました。 

 

 

【大阪府内の行政相談委員が取り扱った改善事例】 



 

３ 「廃止されたバス停留所の表示板が撤去されました」 

    （大阪市天王寺区担当委員：田原晃、松本和子） 

 

相談内容 

 

 改 善  

廃止されたバス停留所の表示板が放置

され、子供が足をかけて遊んで危ない

ので、撤去してほしい。 

 

行政相談委員が、関係機関に連絡し、

バス停留所の表示板が撤去されまし

た。 

 

改善前 

放置され通行の障害となっています。 

 

改善後 

撤去され通行に支障がなくなりました。 

 

 



委　員　名 (ふりがな） 委　員　名 (ふりがな）

佐古田暁實 （さこた　あけみ） 那須　厚郎 （なす　あつお）

羽田　清彦 （はだ　きよひろ） 渡邉美代子 （わたなべ　みよこ）

木村　啓良 （きむら　けいりょう） 島　 　伸行 （しま　のぶゆき）

南 　  秀樹 （みなみ　ひでき） 前川　順子 （まえかわ　じゅんこ）

西川　睦子 （にしかわ　むつこ） 橋本　和正 （はしもと　かずまさ）

三木　一誠 （みき　かずしげ） 平安　弌作 （ひらやす　いっさく）

吉原　 　隆 （よしはら　たかし） 髙木　正彬 （たかぎ　まさあき）

山田　   穗 （やまだ　みのる） 阪上　宏平 （さかうえ　こうへい）

豊田　恭三 （とよだ　きょうぞう） 野本　成裕 （のもと　しげひろ）

西村美也子 （にしむら　みやこ） 松永　隆則 （まつなが　たかのり）

野上　俊二 （のがみ　しゅんじ） 永井　勇 （ながい　たけし）

白國　哲司 （しらくに　てつじ） 森村　保 （もりむら　たもつ）

足立　義昭 （あだち　よしあき） 乾　利昭 （いぬい　としあき）

石川　忠秀 （いしかわ　ただひで） 石田　望 （いしだ　のぞむ）

藤岡　晴美 （ふじおか　はるみ） 諏訪　孝子 （すわ　たかこ）

市山　博重 （いちやま　ひろしげ） 内海　純子 （うつみ　じゅんこ）

田中　文雄 （たなか　ふみお） 由佐　満雄 （ゆさ　みつお）

革島　康雄 （かわしま　やすお） 寺辻　健治 （てらつじ　けんじ）

三田　和夫 （みた　かずお） 渡邉　達雄 （わたなべ　たつお）

勝 　　 泰子 （すぐる　ひろこ） 神林　久子 （かんばやし　ひさこ）

竹本　忠彰 （たけもと　ただあき） 近藤　眞道 （こんどう　しんどう）

井田　一裕 （いだ　かずひろ） 尾﨑　 　勉 （おざき　つとむ）

寺本佳世子 （てらもと　かよこ） 吉本　忠嗣 （よしもと　ただつぐ）

網野　康子 （あみの　やすこ） 掛川　文子 （かけがわ　ふみこ）

谷口　裕洋 （たにぐち　やすひろ） 杉本　信夫 （すぎもと　のぶお）

五島　常武 （ごとう　つねたけ） 上田　文章 （うえだ　ふみあき）

奥小路　了 （おくしょうじ　さとる） 村田   　茂 （むらた　しげる）

冨田　 　準 （とみた　ひとし） 森内　一藏 （もりうち　いちぞう）

松浦　隆行 （まつうら　たかゆき） 中谷　久夫 （なかたに　ひさお）

米田　道孝 （こめだ　みちたか） 髙岡　理恵 （たかおか　りえ）

大草　 　亘 （おおくさ　わたる） 岩井　利春 （いわい　としはる）

宮城　秀夫 （みやぎ　ひでお） 讃岐　信子 （さぬき　のぶこ）

山本　文雄 （やまもと　ふみお） 河野　順子 （こうの　じゅんこ）

深谷　 　巖 （ふかや　いわお） 塚本　公春 （つかもと　きみはる）

田原　 　晃 （たはら　あきら） 山﨑　 　勉 （やまざき　つとむ）

松本　和子 （まつもと　かずこ） 明智　英彦 （あけち　ひでひこ）

樫原　實男 （かしはら　じつお） 交久瀬和広 （かたくせ　かずひろ）

水口　博司 （みずぐち　ひろし） 堀岡　良之 （ほりおか　よしゆき）

石川　勝啓 （いしかわ　かつひろ） 藤原なつみ （ふじわら　なつみ）

辻本　友子 （つじもと　ともこ） 村岡由美子 （むらおか　ゆみこ）

西村　譲治 （にしむら　じょうじ） 大西　隆子 （おおにし　たかこ）

井上　礼子 （いのうえ　れいこ） 穂積　常男 （ほづみ　つねお）

春元　靖弘 （はるもと　やすひろ） 川口　 　清 （かわぐち　きよし）

黒田　美子 （くろだ　よしこ） 楠　   好子 （くす　よしこ）

櫻町　君枝 （さくらまち　きみえ） 池田　隆司 （いけだ　たかし）

若山　 　洋 （わかやま　ひろし） 向井　博子 （むかい　ひろこ）

高田　宏司 （たかだ　こうじ） 岡﨑　信久 （おかざき　のぶひさ）

柴谷　照子 （しばたに　てるこ） 野村　耕造 （のむら　こうぞう）

橋本佳津子 （はしもと　かつこ） 小川　善雄 （おがわ　よしお）

山下　保一 （やました　やすいち） 和田　圭史 （わだ　けいし）

乾　 　敦子 （いぬい　あつこ） 角　 　咲子 （かど　さきこ）

河合　一明 （かわい　かずあき） 祢冝　 　悟 （ねぎ　さとる）

市川　利通 （いちかわ　としのぶ） 平井　正丈 （ひらい　まさたけ）

藤本　道昭 （ふじもと　みちあき） 川西　勝久 （かわにし　かつひさ）

大野　靖彦 （おおの　やすひこ） 山本　道隆 （やまもと　みちたか）

箱谷香代美 （はこたに　かよみ） 鹿野ミユキ （しかの　みゆき）

天野  　 治 （あまの　おさむ） 石田美代子 （いしだ　みよこ）

藤本　正人 （ふじもと　まさと） 加茂　守一 （かも　もりかず）

山口　宗一 （やまぐち　むねかず） 倉田　 　衞 （くらた　まもる）

上田壽美江 （うえだ　すみえ） 中西　惠子 （なかにし　けいこ）

杉木　浩子 （すぎき　ひろこ）

森田　明彦 （もりた　あきひこ）

杉山　泰敏 （すぎやま　やすとし）

前田　正道 （まえだ　まさみち）

木積　一元 （こづみ　かずもと）

池田市

箕面市

能勢町

豊能町

吹田市

淀川区

城東区

平野区

西成区

交野市

浪速区

生野区

東大阪市

高槻市

茨木市

住吉区

東住吉区

鶴見区

大正区

天王寺区

門真市

担当区域

北区

行政相談委員の氏名及びその担当区域(平成30年5月1日現在）   
 近畿管区行政評価局

担当区域

豊中市

大
阪
市

都島区

福島区

此花区

中央区

西区

港区

西淀川区

阿倍野区

住之江区

東淀川区

東成区

旭区

摂津市

四條畷市

島本町

守口市

枚方市

寝屋川市

大東市



行政相談委員の氏名及びその担当区域(平成30年5月1日現在）   

委　員　名 (ふりがな） 委　員　名 (ふりがな）

大西　健造 （おおにし　けんぞう） 根来とし子 （ねごろ　としこ）

白木順一郎 （しらき じゅんいちろう） 坂上　欽也 （さかうえ　きんや）

阿部多美江 （あべ　たみえ） 金田あけみ （かなた　あけみ）

松倉　正能 （まつくら　まさよし） 香月いずみ （かつき　いずみ）

中浜　多美江 （なかはま　たみえ） 奥野ひろみ （おくの　ひろみ）

髙萩　佳由 （たかはぎ　よしゆき） 木下　直子 （きのした　なおこ）

砂田八壽子 （すなだ　やすこ） 計　195名

水道　昌之 （すいどう　まさゆき）

冨永　清子 （とみなが　きよこ）

原　壽幸 （さかきはら　ひさゆき）

矢倉　芳彦 （やぐら　よしひこ）

河原　純子 （かわはら　じゅんこ）

阪谷　匡亮 （さかたに　まさあき）

西村　誠子 （にしむら　せいこ）

津村　英子 （つむら　えいこ）

藤田　 　毅 （ふじた　つよし）

加藤　光男 （かとう　みつお）

森川　昌幸 （もりかわ　まさゆき）

横田　清継 （よこた　きよつぐ）

葉山　昌男 （はやま　まさお）

葉山　智子 （はやま　さとこ）

白山　惠子 （しらやま　けいこ）

池田　久雄 （いけだ　ひさお）

田毎　照隆 （たごと　てるたか）

仲谷　德雄 （なかたに　とくお）

村井みさ子 （むらい　みさこ）

脇田　  　久 （わきた　ひさし）

葛本　徹雄 （くずもと　てつお）

宮里　眞澄 （みやさと　ますみ）

中川　昌之 （なかがわ　まさゆき）

米谷　照子 （こめたに　てるこ）

畑中　一巳 （はたなか　かずみ）

富田　良子 （とみた　よしこ）

吉田　良平 （よしだ　りょうへい）

山野　　 勝 （やまの　まさる）

冨田　久子 （とみた　ひさこ）

廣兼ケイ子 （ひろかね　けいこ）

山本　能嗣 （やまもと　よしつぐ）

柴田　惇子 （しばた　あつこ）

柴田　 　昇 （しばた　のぼる）

松川 多起子 （まつかわ　たきこ）

髙岡　一平 （たかおか　かずひら）

池田　正義 （いけだ　まさよし）

川上　博 （かわかみ　ひろし）

池内　啓二 （いけうち　けいじ）

山村　武子 （やまむら　たけこ）

櫻井　好美 （さくらい　よしみ）

辻野　收 （つじの　おさむ）

吉田　幸代 （よしだ　さちよ）

石田　賀享 （いしだ　よしたか）

筆野　忠志 （ふでの　ただし）

坊　 　 　脩 （ぼう　おさむ）

南　 　淳子 （みなみ　じゅんこ）

河野　 　彪 （かわの　たけし）

池田　忠司 （いけだ　ただし）

山本　政子 （やまもと　まさこ）

今井　藤子 （いまい　ふじこ）

龍神　和夫 （りゅうじん　かずお）

土原　直美 （つちはら　なおみ）

大野　　 浩 （おおの　ひろし）

松本　啓子 （まつもと　けいこ）

辻谷　俊吉 （つじたに　しゅんきち）

竹中　義信 （たけなか　よしのぶ）

竹中　千世 （たけなか　ちよ）

東区

西区

南区

千早赤阪村

太子町

堺区

中区

松原市

河内長野市

富田林市

河南町

大阪狭山市

羽曳野市

藤井寺市

柏原市

担当区域

岬 町

阪南市

泉南市

泉佐野市

貝塚市

岸和田市

忠岡町

高石市

和泉市

泉大津市

美原区

北区

堺
市

八尾市

担当区域

田尻町

熊取町
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