
 
平成 30 年 10 月 1
近畿管区行政評価

 

10 月 15 日(月)～21 日(日)は行政相談週間です 
 

総務省近畿管区行政評価局では、 

      
 

 

 

 
                                   

を開設します。 

相談は無料で、秘密厳守します。お気軽にご利用ください♪ 

（注）各相談所の参加機関は裏面をご確認ください。 

 

例えば、 

○ 自宅が亡くなった親名義のままになっている。相続登記の方法と相続税について教

えてほしい。 

○ 新しく買った土地を夫婦の共有名義にできるのか。手続はどうするのか。 

○ 国民年金保険料の免除制度や年金の裁定請求手続について教えてほしい。 

○ 隣接する家屋との境界線が誤っていると思うが、どう対処したらよいか。 

○ 金銭貸借や家庭内でのもめごとについてアドバイスしてほしい。 

など、暮らしの中で困ったこと、聞きたいことがあれば、この機会にぜひご利用ください。 

 

行政相談週間ならではのイベントとして、多数の行政機関や専門機

関が一堂に集まりますので、いろいろなことをまとめて無料で相談

できる絶好の機会です。 

      

日 時 相談所名 場 所 最 寄 駅 

10 月 12 日(金) 

 10:00～16:00 

行政なんでも相談所

（東大阪一日合同行政相談所） 

ヴェル・ノール布施５階 

布施駅前市民プラザ 
近鉄「布施」駅 

10 月 16 日(火) 

 10:00～17:00 

行政なんでも相談所

（大阪一日合同行政相談所） 

難波御堂筋ホール９階 

ホール９Ａ 

大阪メトロ御堂筋線 

「なんば」駅（中改札） 

10 月 17 日(水) 

 10:30～16:30 

行政なんでも相談所

（堺一日合同行政相談所） 

泉北パンジョ 

 ５階パンジョホール 
泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅 

10 日 19 日(金) 

 13:00～16:00 
高槻・島本総合相談 

高槻市総合センター 

 １階生涯学習センター 

ＪＲ京都線「高槻」駅・ 

阪急京都線「高槻市」駅 

10 月 20 日（土） 

13:30～16:30 

行政と暮らしの一日

相談所 

枚方市市民会館 

 １階集会室 
京阪本線「枚方市」駅 

本件連絡先  行政相談課 山根、平井 

       電話：06-6941-8358 

日 
局 



行政なんでも相談所 参加機関 

(注) 相談は無料、一部を除き予約不要です。 

10 月 20 日（土）「行政と暮らしの一日相談所」（枚方市市民会館）の法律相談（弁護士

相談）のみ、予約が必要となります（予約は 10 月 11 日(木)午前９時から電話（枚方市役

所：072-861-2006）にて受付。先着 12 名）。 

相談所名 日 時・場 所 参加機関(予定) 

行政なんでも相談所

（東大阪一日合同行政相談所） 

10 月 12 日(金) 

10:00～16:00 

(受付は 15:30 まで) 

ヴェル・ノール布施５階 

布施駅前市民プラザ 

大阪法務局、東大阪年金事務所、大阪弁護士会、 

近畿税理士会、大阪司法書士会、 

大阪府行政書士会、大阪府宅地建物取引業協会、 

大阪府マンション管理士会、

東大阪調停協和会、東大阪市、

行政相談委員、 近畿管区行政評価局 

行政なんでも相談所

（大阪一日合同行政相談所） 

10 月 16 日(火) 

10:00～17:00 

(受付は 16:30 まで) 

難波御堂筋ホール９階 

ホール９Ａ

近畿総合通信局、大阪法務局、大阪労働局、 

大阪府、大阪市、難波年金事務所、 

大阪弁護士会、近畿税理士会、 

大阪司法書士会、大阪府社会保険労務士会、 

大阪府宅地建物取引業協会、大阪民事調停協会、 

大阪中央地域産業保健センター、

大阪府マンション管理士会、行政相談委員、 

近畿管区行政評価局 

行政なんでも相談所

（堺一日合同行政相談所） 

10 月 17 日(水) 

10:30～16:30 

(受付は 16:00 まで) 

泉北パンジョ 

５階パンジョホール 

大阪法務局、堺東年金事務所、大阪弁護士会、 

近畿税理士会、大阪司法書士会、 

大阪府行政書士会、大阪土地家屋調査士会、 

大阪府宅地建物取引業協会、 

大阪府マンション管理士会、 

堺民事調停協和会、堺市、行政相談委員、 

近畿管区行政評価局 

高槻・島本総合相談 

10 日 19 日(金) 

13:00～16:00 

高槻市総合センター 

 １階生涯学習センター 

高槻市・島本町、吹田年金事務所、高槻警察署、 

大阪弁護士会、大阪司法書士会北摂支部、近畿税理士会、

大阪府宅地建物取引業協会北大阪支部、 

大阪土地家屋調査士会三島支部、高槻市建築設計事務所協会、 

茨木調停協和会、大阪家事調停協会、 

大阪第三人権擁護委員協議会高槻地区委員会、 

大阪公証人会、高槻市社会福祉協議会、 

行政相談委員、近畿管区行政評価局 

行政と暮らしの一日相談所 

10 月 20 日（土） 

13:30～16:30 

枚方市市民会館 

 １階集会室 

枚方市・交野市、大阪弁護士会、 

大阪司法書士会、近畿税理士会枚方支部、

大阪土地家屋調査士会、大阪府行政書士会、 

大阪民事調停協会、大阪府社会保険労務士会、 

大阪府マンション管理士会、不動産鑑定士、 

人権擁護委員、行政相談委員、 

近畿管区行政評価局 



行政相談委員による特設相談所の開設 
 

行政なんでも相談所のほかに、行政相談委員が、府内市町村において特設相

談所を開設します。 

 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。現在、

大阪府内で 198 人、近畿管内では 689 人（全国で約 5,000

人）が配置されています。 

 

 行政相談委員が開設する特設相談所（予定） 

開催日 開催時間 開催場所
10月11日(木) 14：00～16：00 大阪市旭区役所地下1階相談コーナー
10月12日(金) 13：00～15：00 豊中市役所第二庁舎広報広聴課相談室

10：00～12：00 貝塚市民健康まつり（貝塚市）
11：00～14：00 泉南市りんくう体育館
13：00～16：00 羽曳野市役所3階会議室
13：00～16：00 岸和田市役所市民相談室
10：00～12：00 摂津市立安威川公民館
13：00～15：00 二丁通会館（四條畷市)
13：00～16：00 ポップタウン住道オペラパーク(大東市)
13：00～16：00 フォレスト三日市（河内長野市）
14：00～16：00 パープルホール小ホール（藤井寺市）
10：00～16：00 西成区役所7階会議室
10：00～12：00 松原市役所3階　相談室
13：00～15：00 松原市役所5階　会議室
13：30～16：00 東部エリアコミュニティセンター（守口市）
13：00～16：00 茨木市役所南館1階東玄関ロビー
10：00～15：00 吹田市役所1階
13：00～15：00 四條畷市役所201号室
14：00～16：00 門真市消費生活センター相談室
13：00～15：00 柏原市役所フローラルセンター
13：00～15：00 泉大津市役所3階大会議室
13：00～16：00 高石市役所正庁大会議室
14：00～16：00 イオンモールりんくう泉南

10月20日(土) 10：00～12：00 下福島運動場（福島区民まつり）
10月21日(日) 10：00～12：00 長居公園自由広場（大阪市東住吉区）

10：00～12：00 顕証寺集会所（河南町）
13：00～15：00 田尻町役場別館2階会議室

10月27日(土) 10：00～15：00 沢之町公園（大阪市住吉区）
11月3日（土） 10：00～12：00 熊取町役場

10月25日(木)

10月16日(火)

10月15日(月)

10月14日(日)

10月18日(木)

10月17日(水)

 
  （注）予約が必要な場合や、雨天等で開催日・場所が変更・中止となる場合がありま

すので、近畿管区行政評価局行政相談課（06-6941-8358）にお問い合せくだ

さい。 

 

行政相談委員は、無報酬のボランティアとして活動しており、市(区)役所・

町村役場、公民館などで定期的に相談所（定例相談所）を開設しており、大阪

府内の定例相談所の開設計画は当局ホームページの「行政相談とは」-「行政相

談委員の定例相談所」でご確認いただけます。

（http://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kinki062.html） 

http://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kinki062.html



