
徳島県内の行政相談所開設日程（5 月） 
 

令和５年 5 月に徳島県内の行政相談委員が開設する相談所です。 

相談は無料で秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。 

なお、都合により、日程、場所等を変更する場合があります。 

【お問い合わせ】 

徳島行政監視行政相談センター（088-654-1531）まで 

 

担当市町村 開設日時 開設場所 委員氏名 

徳島市 

1 日（月） 13 時～15 時 徳島市役所 1 階市民生活相談課 山本 正 

17 日（水） 13 時～15 時 徳島市ふれあい健康館 
植田 和則 

東條 眞理子 

小松島市 25 日（木） 9 時～12 時 小松島市役所 

倉敷 一枝 

𠮷岡 俊二 

武本 健司 

上勝町 18 日（木） 13 時半～16 時半 高鉾公民館 渡部 厚子 

佐那河内村 8 日（月） 9 時～12 時 佐那河内村役場 西村 義顯 

石井町 23 日（火） 9 時～12 時 石井町役場 
河崎 惠子 

中村 厚子 

神山町 11 日（木） 13 時～16 時 神山町役場２階図書室 久保 素弘 

阿南市 

9 日（火） 9 時半～11 時半 阿南市役所 
廣田 幸雄 

西岡 由紀 

23 日（火） 9 時半～11 時半 阿南市役所 
西岡 由紀  

坂東 孝代 

那賀町 

18 日（木） 10 時～12 時 那賀町地域交流センター 西田 整 

19 日（金） 
10 時～12 時 木頭文化会館 熊森 末子 

13 時半～15 時半 上那賀支所 新居 貢 

24 日（水） 10 時～12 時 相生老人福祉センター 中田 昌一 

美波町 
10 日（水） 13 時～15 時 由岐公民館２階談話室 濵 浩治 

11 日（木） 9 時～12 時 美波町医療保健センター 原 千代子 

牟岐町 11 日（木） 13 時半～15 時 牟岐町役場２階和室 岩田 敏夫 

海陽町 1 日（月） 10 時～12 時 海陽町役場海南庁舎 畦内 𠮷郎 

鳴門市 12 日（金） 13 時半～15 時半 鳴門市役所 福田 悦子 

松茂町 10 日（水） 13 時半～15 時半 総合会館 
下村 稔 

鈴谷 一彦 

北島町 18 日（木） 13 時半～15 時半 保健相談センター 
柿本 育伸 

板東 理人 



担当市町村 開設日時 開設場所 委員氏名 

藍住町 1 日（月） 13 時半～15 時半 藍住町総合文化ホール 
川田 明子 

中野 稔 

板野町 10 日（水） 13 時半～16 時 町民センター 
大道 斉 

多田 令修 

上板町 17 日（水） 13 時半～15 時半 老人福祉センター 
清水 容治 

嘉重 茂 

阿波市 

1 日（月） 13 時半～16 時 阿波健康福祉センター 秋山 雅彦 

19 日（金） 9 時半～12 時 吉野地域福祉センター 瀬尾 勇雄 

22 日（月） 13 時半～16 時 市場総合福祉センター 妹尾 明 

25 日（木） 13 時半～16 時 土成保健センター 福井 健 

吉野川市 

1 日（月） 10 時～12 時 山川支所 藤森 勲 

2 日（火） 13 時～15 時 川島公民館 吉川 和良 

11 日（木） 10 時～12 時 吉野川市役所本館 清水 均敏 

美馬市 

8 日（月） 9 時半～12 時 美馬町市民サービスセンター 近藤 一郎 

10 日（水） 10 時～12 時 木屋平市民サービスセンター 江口 文之 

16 日（火） 10 時～12 時 穴吹農村環境改善センター 猪本 邦富 

25 日（木） 10 時～12 時 
美馬市地域交流センターミライ

ズ（会議のハコ） 
出原 公和 

つるぎ町 
17 日（水） 13 時～15 時 つるぎ町就業改善センター 村上 英男 

25 日（木） 13 時～15 時 一宇支所 上野 國男 

三好市 

10 日（水） 13 時～15 時 西祖谷支所 檜尾 良和 

11 日（木） 
13 時～15 時 三好市役所本庁舎 池本 義弘 

13 時～15 時 祖⾕歴史館 井下 和江 

12 日（金） 13 時～15 時 井川支所 大柿 良巳 

16 日（火） 13 時～15 時 三野支所 北内 美代 

17 日（水） 13 時～15 時 山城支所 秋田 和子 

東みよし町 
19 日（金） 13 時～15 時 社会福祉協議会 岩野 幸男 

25 日（木） 10 時～12 時 東みよし町ふれあい健康館 大下 陽子 

 


