
 
 

平成 29年 4月３日 
岡山行政評価事務所 

 

 行政相談委員の委嘱について 
 
行政相談委員（以下「委員」という。）は、行政相談委員法（昭和 41 年法律

第 99 号）に基づき、地域において社会的信望があり、かつ行政運営の改善に
ついて理解と熱意を有する方の中から、その担当区域（市町村の区域）を定め
て、関係市町村長の意見を聴いた上で、総務大臣が委嘱しています。 
委員の委嘱期間は２年です。このため、平成 29年 4月 1日が改めて委嘱（以

下「一斉委嘱替え」という。）を行う時期に当たり、この度、岡山県内では、 108
人に委嘱しましたので、別紙のとおり公表いたします。 
 
➢ 今回の委嘱の概要 
 

今回の一斉委嘱替えにより、岡山県内で委嘱された委員は 108 人。 
うち、新規に委嘱された委員は 19人（委員全体の 18％）、 

再委嘱された委員は   89人（同 82％）。 
（女性委員は 34人で、その割合は 31%。） 

 
 
➢ 行政相談委員とは 
 
◆ 行政相談委員法に基づき、総務大臣が委嘱した民間有識者（ボランティア）
です。  

◆ 岡山県内には 108人が配置（全国では約 5,000人）。 
◆ 委員は、定期的に市町村役場や公民館等で定例相談所を開設。 
  住民の皆さまの身近な相談相手として、国の行政などに関する相談を受け
付け、相談者への助言や関係機関に対する改善の申入れなどを行っています。 

 
（注）行政相談所の開設日程は、岡山行政評価事務所ホームページ 

（URL:http://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/okayama.html） 
に掲載しています。 

（照会先） 
行政相談課（柳、白神） 

 電話：086-231-4322 



平成 29年４月１日付け委嘱行政相談委員の氏名及びその担当区域 
（岡山県（岡山行政評価事務所管内）） 

 

担当 

区域 
氏 名 ふりがな 

再任 

新任  

担当 

区域 
氏 名 ふりがな 

再任 

新任 

1 岡山市 岸本 俊男 きしもと としお 再 55 新見市 髙下 瀧昇 こうげ たつあき 再 

2 岡山市 河田 啓子 かわた けいこ 新 56 新見市 大本 正治 おおもと まさはる 再 

3 岡山市 松本 正子 まつもと まさこ 再 57 新見市 西村 俊茂 にしむら とししげ 再 

4 岡山市 野上 友幸 のがみ ともゆき 再 58 新見市 羽場 洋一 はば よういち 再 

5 岡山市 板野 悦子 いたの えつこ 再 59 備前市 則次 春賢 のりつぐ しゅんけん 再 

6 岡山市 荻野 淑子 おぎの としこ 再 60 備前市 武本 満子 たけもと みつこ 再 

7 岡山市 齊藤 孝義 さいとう たかよし 再 61 備前市 石橋 雅之 いしばし まさゆき 再 

8 岡山市 平田 昌孝 ひらた まさたか 再 62 備前市 森本 和成 もりもと かずしげ 再 

9 岡山市 泉 照子 いずみ てるこ 再 63 瀬戸内市 心光 英也 しんみつ ひでや 新 

10 岡山市 岡崎 彰文 おかざき あきふみ 再 64 瀬戸内市 盛 恒一 もり つねいち 新 

11 岡山市 菅 京子 すが きょうこ 再 65 瀬戸内市 土井 和子 どい かずこ 新 

12 岡山市 塩見 憲男 しおみ のりお 再 66 赤磐市 高畑 知功 たかばたけ とものり 再 

13 岡山市 住吉 英一 すみよし えいいち 再 67 赤磐市 藤原 洋文 ふじはら ひろふみ 再 

14 岡山市 守屋 勇 もりや いさむ 再 68 赤磐市 實盛 義正 じつもり よしまさ 新 

15 岡山市 小若 隆正 こわか たかまさ 再 69 赤磐市 釜口 美之 かまぐち よしゆき 再 

16 岡山市 守屋 英夫 もりや ひでお 再 70 真庭市 入澤 泰良 いりざわ たいすけ 再 

17 岡山市 古山 岳治 こやま たけはる 再 71 真庭市 松浦 躬行 まつうら みゆき 再 

18 岡山市 森上 綾子 もりがみ あやこ 再 72 真庭市 渡辺 正則 わたなべ まさのり 再 

19 岡山市 齊藤 政子 さいとう まさこ 再 73 真庭市 中山 荘司 なかやま しょうじ 再 

20 倉敷市 酒井 正二 さかい しょうじ 新 74 真庭市 古谷 澤子 こだに さわこ 再 

21 倉敷市 中原 伯夫 なかはら はくお 新 75 真庭市 織田 龍樹 おだ たつき 再 

22 倉敷市 中村 榮子 なかむら えいこ 再 76 真庭市 大美 康雄 おおみ やすお 再 

23 倉敷市 平松 とも子 ひらまつ ともこ 再 77 真庭市 西原 基之 にしはら もとゆき 再 

24 倉敷市 三宅 祥子 みやけ しょうこ 再 78 真庭市 宮永 優 みやなが まさる 新 

25 倉敷市 寺見 敬三 てらみ けいぞう 再 79 美作市 福井 良弘 ふくい よしひろ 再 

26 倉敷市 鎌田 彰 かまだ あきら 再 80 美作市 森 正彦 もり まさひこ 新 

27 倉敷市 宗藤 惠子 むねとう けいこ 再 81 美作市 唐内 清海 とうない きよみ  新 

28 倉敷市 田淵 重行 たぶち しげゆき 再 82 美作市 山本 修二 やまもと しゅうじ 再 

29 倉敷市 城山 昇 しろやま のぼる 新 83 美作市 小林 秀雄 こばやし ひでお 再 

30 倉敷市 岡 浩二 おか こうじ 再 84 美作市 福田 徳子 ふくだ のりこ 再 

31 津山市 八木 惠三子 やぎ えみこ 再 85 浅口市 守屋 靖 もりや やすし 再 

32 津山市 鳥越 喜久子 とりごえ きくこ 再 86 浅口市 中濱 操 なかはま みさお 再 

33 津山市 近藤 雅文 こんどう まさふみ 再 87 浅口市 山下 卓郎 やました たくお 再 

34 津山市 青山 悦子 あおやま えつこ 再 88 和気町 周藤 俊典 すとう としのり 再 

35 津山市 稲田 法子 いなだ のりこ 再 89 和気町 池上 明 いけがみ あきら 再 

36 津山市 福元 一郎 ふくもと いちろう 新 90 早島町 佐藤 喬 さとう たかし 再 

37 玉野市 大山 昇 おおやま のぼる 新 91 里庄町 江原 和之 えばら かずゆき 再 

38 玉野市 渚 左月 なぎさ さつき 再 92 矢掛町 小野 弘隆 おの ひろたか 再 

39 笠岡市 黒住 道忠 くろすみ みちただ 再 93 矢掛町 横畑 秀子 よこはた ひでこ 再 

40 笠岡市 山本 洋子 やまもと ひろこ 再 94 新庄村 池田 和子 いけだ かずこ 再 

41 井原市 鳥越 愛子 とりごえ あいこ 再 95 鏡野町 小椋 雅雄 おぐら まさお 再 

42 井原市 金高 常泰 かねたか つねやす 新 96 鏡野町 鈴木 覚 すずき さとる 再 

43 井原市 西山 恒男 にしやま つねお 再 97 鏡野町 原田 晃 はらだ あきら 再 

44 井原市 山下 榮一 やました えいいち 再 98 鏡野町 福島 和夫 ふくしま かずお 再 

45 総社市 下山 仁司 しもやま ひとし 再 99 勝央町 岸本 收正 きしもと かずまさ 再 

46 総社市 久保 和子 くぼ かずこ 新 100 勝央町 阿黒 京子 あぐろ きょうこ 再 

47 総社市 三村 裕子 みむら ひろこ 再 101 奈義町 入澤 知子 いりさわ のりこ 新 

48 総社市 佐野 孔一 さの こういち 再 102 西粟倉村 春名 静男 はるな しずお 新 

49 高梁市 山川 眞智子 やまかわ まちこ 再 103 久米南町 服部 賢 はっとり まさる 再 

50 高梁市 佐分利 光夫 さぶり みつお 再 104 美咲町 南 勝弘 すなみ かつひろ 再 

51 高梁市 小川 靖穂 おがわ やすお 再 105 美咲町 石坂 吉政 いしざか よしまさ 再 

52 高梁市 曽川 洋子 そがわ ようこ 新 106 美咲町 延原 幸子 のぶはら さちこ 再 

53 

54 

高梁市 井上 高行 いのうえ たかゆき 再 107 吉備中央町 難波 裕視 なんば ひろみ 再 

新見市 古米 靜枝 ふるまい しずえ 新 108 吉備中央町 綱島 恭治 つなしま きょうじ 再 

 

別紙 


