
 

 

 

 

令和 4年 9月 22日 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇ 総務省では、10 月 17 日（月）から 10 月 23 日（日）までの一週間を「行

政相談週間」と定め、行政相談制度の積極的な広報活動を展開するほか、

この週間を中心として、全国的に各種行事を実施します。 

◇ 石川行政評価事務所（所長：松永
まつなが

 康司
や す し

）では、行政相談週間の関連行

事として、国や地方公共団体の行政機関等が合同で相談を受け付ける「一

日合同行政相談所」を、 

10 月 3 日(月) 内灘町役場 4 階 会議室(内灘町) 

10 月 6 日(木) 根上総合文化会館 円形ホール（能美市） 

10 月 12 日(水) 白山市福祉ふれあいセンター2階 大会議室（白山市） 

10 月 18 日(火) 金沢駅西合同庁舎 2 階 第 2 会議室（金沢市） 

で開設します。 

「一日合同行政相談所」では、登記、税金、年金に関する相談や国や地方

公共団体等の行政全般に関する相談のほか、遺言・相続や成年後見など民

事上の悩みやトラブルなどの相談を、“ワンストップ”で受け付け、各機関

の担当者が対応します。 

◇ そのほか、総務大臣から委嘱された行政相談委員（県内に 61 人）が、県

内各市町において行政相談所（10 月に延べ 39 か所）を開設します。 

 

 

  

 

 

【行政苦情 110番全国統一番号】  照会先：総務省 石川行政評価事務所 

行政相談課長 吉田 

電 話：０７６（２２２）５２３２ ０ ５ ７ ０ -０ ９ ０ -１ １ ０  

令和４年度 行政相談週間（１０月１７日～２３日） 

「一日合同行政相談所」を開設します 
 

おこまりなら  まるまる  くじょー  ひゃくとおばん 



１ 「行政相談週間」とは 

総務省では、国民の皆様から国の行政などへの苦情や意見・要望を受け付け、そ

の解決や行政の改善等を図る行政相談を実施しています。 

当省では、国民の皆様に広く行政相談を御利用いただくため、毎年 10月に「行政

相談週間」を定め、積極的な広報活動を展開するほか、同週間を中心として、全国

的に合同行政相談所などの各種行事を実施しています。 

２ 石川県内における「行政相談週間」の主要行事 

（１）一日合同行政相談所の開設 

開 設 月 日 開 設 場 所 参加機関等 

10月 3日（月） 

13:00～16:00 

（※の機関は事前予約優先制） 

 

＜予約受付開始＞ 

9月 26日（月）8:30～ 

（予約受付番号） 

076-222-5232 

内灘町役場 4階 

会議室 

〔内灘町字大学 1丁目 2番地 1〕 

金沢地方法務局 

金沢北年金事務所 

金沢弁護士会※ 

北陸税理士会※ 

石川県司法書士会※ 

石川県行政書士会※ 

行政相談委員 

内灘町 

石川行政評価事務所 

10月 6日（木） 

13:00～16:00 

（※の機関は事前予約優先制） 

 

＜予約受付開始＞ 

9月 29日（木）8:30～ 

（予約受付番号） 

076-222-5232 

根上総合文化会館 

円形ホール 

〔能美市大成町ヌ 118番地〕 

金沢地方法務局 

小松年金事務所 

金沢弁護士会※ 

北陸税理士会※ 

石川県司法書士会※ 

石川県行政書士会※ 

行政相談委員 

能美市 

石川行政評価事務所 

10月 12日（水） 

13:00～16:00 

（※の機関は事前予約優先制） 

 

＜予約受付開始＞ 

10 月 5日（水）8:30～ 

（予約受付番号） 

076-274-9531 

（白山市市民相談室にて受付） 

白山市福祉ふれあいセンター2階 

大会議室 

〔白山市倉光八丁目 16番地 1〕 

金沢南年金事務所 

北陸税理士会※ 

石川県司法書士会※ 

石川県行政書士会※ 

石川県宅地建物取引業協会 

人権擁護委員 

行政相談委員 

白山市 

石川行政評価事務所 

10月 18日（火） 

13:00～16:00 

（全機関事前予約優先制） 

 

＜予約受付開始＞ 

10 月 11日（火）8:30～ 

（予約受付番号） 

076-222-5232 

金沢駅西合同庁舎 2階 

第 2会議室 

〔金沢市西念 3丁目 4番 1号〕 

金沢地方法務局 

金沢国税局 

石川労働局 

金沢北年金事務所 

石川県 

北陸税理士会 

石川県司法書士会 

石川県行政書士会 

行政相談委員 

金沢市 

石川行政評価事務所 

別 紙 



注） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前予約優先制（先着順）を導入

しています。 

（２）行政相談委員による行政相談所の開設 

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者で県内に 61人配置されて

おり、国民の皆様の身近な相談相手として各市町で行政相談所を開設し、国の行

政などへの苦情や意見・要望などを受け付けています。 

行政相談委員は、別添のとおり、行政相談週間を中心として、10月中に延べ 39

か所で行政相談所を開設します。 



金沢地区

月 日 開始 終了
10 13 13:00 ～ 15:00 金沢市 新神田公民館 野坂　ときこ

10 13 13:30 ～ 16:00 金沢市 近江町いちば館 4階 谷川　竜一

10 15 13:30 ～ 15:30 金沢市 石川県女性センター 能木場　由紀子、安嶋　弘子

10 17 10:00 ～ 12:00 金沢市 長土塀公民館 安嶋　弘子

10 20 13:30 ～ 15:30 金沢市 金石町公民館 能木場　由紀子

10 26 13:00 ～ 16:00 金沢市 旭町保育園 二飯田　成一

10 27 13:30 ～ 16:00 金沢市 近江町いちば館 4階 野坂　ときこ

石川・加賀地区

月 日 開始 終了
10 4 13:00 ～ 15:00 野々市市 市役所 101会議室 北村　博

10 5 13:30 ～ 15:30 能美市 ふれあいプラザ2階 中浦　八重子

10 6 13:00 ～ 15:00 小松市 小松市 第一地区コミュニティセンター 橋本　操

10 7 13:30 ～ 15:30 加賀市 片山津地区会館2階 会議室 越前　朱美

10 13 13:00 ～ 15:00 小松市 小松市役所 くらしあんしん相談センター 松本　英好

10 15 13:30 ～ 15:30 能美市 辰口福祉会館 清水　一雄

10 19 9:00 ～ 12:00 川北町 川北町役場2階 応接室 中村 渡

10 20 13:00 ～ 15:00 小松市 小松サン・アビリティーズ 橋本　淑子

10 21 13:30 ～ 15:30 加賀市 アビオシティ加賀2階 情報プラザAB 岡西　尚美

10 25 13:30 ～ 15:30 能美市 根上サービスセンター 本多　他家志

10 27 13:00 ～ 15:00 小松市 小松市役所 くらしあんしん相談センター 上林　一美

河北・羽咋地区

月 日 開始 終了
10 11 10:00 ～ 15:00 志賀町 富来行政センター 西方　政章

10 11 13:30 ～ 16:00 宝達志水町 生涯学習センター2階 第1会議室 土上　加津子

10 13 13:30 ～ 15:00 かほく市 かほく市障害者相談支援センター 室井　幸子

10 19 10:00 ～ 12:00 津幡町 津幡町消費生活センター 相談室 加茂　修

10 19 13:30 ～ 16:00 羽咋市 羽咋市役所1階 市民相談室 田嶋　学

10 21 13:00 ～ 16:00 内灘町 内灘町役場1階 会議室 生田　正美、北上  光士

10 27 13:30 ～ 15:00 かほく市 かほく市障害者相談支援センター 中田　一朗

七尾・能登地区

月 日 開始 終了
10 3 13:00 ～ 15:00 七尾市 七尾市役所1階 市民相談室 春木　憲

10 11 9:30 ～ 12:00 輪島市 輪島市役所 新館相談室 引持　康子

10 17 13:00 ～ 15:00 七尾市 七尾市役所1階 市民相談室 佐原　加津美

10 18 10:00 ～ 12:00 輪島市 町野公民館2階 研修室 皆戸　秀継

10 18 10:00 ～ 12:00 能登町 老人福祉センター 笹ゆり荘 廣橋　義男

10 18 10:00 ～ 12:00 能登町 内浦総合支所1階 会議室 宮谷内　絹子

10 19 9:30 ～ 12:00 輪島市 門前総合支所1階 101会議室 森　祐子

10 20 10:00 ～ 12:00 七尾市 能登島地区コミュニティセンター 千場　恵美子

10 20 13:00 ～ 15:00 七尾市 中島地区コミュニティセンター 釜井　文雄

10 21 10:00 ～ 12:00 穴水町 穴水町役場1階　第2会議室 山口　隆

10 22 9:00 ～ 12:00 珠洲市 市民ふれあいの里社会福祉協議会 相談室 大濱　靖弘

10 25 13:30 ～ 16:00 中能登町 中能登町社会福祉センター2階 第1研修室 岡野　昇

10 25 13:30 ～ 16:00 中能登町 行政サービス庁舎2階 201会議室 大森　一義
10 25 13:30 ～ 16:00 中能登町 ラピア鹿島1階 談話室 橋本　秀子

開設日

出席行政相談委員

開設時間
市町名 開設場所

開設時間
市町名 開設場所

市町名 開設場所 出席行政相談委員

出席行政相談委員

出席行政相談委員

開設時間

行政相談委員による行政相談所の開設状況（令和4年10月）

開設日

開設日

開設日 開設時間
市町名 開設場所

別 添
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