
50音 市町村名 開 設 場 所 開　設　日 時　　間 担当委員

市役所本庁
5月19日（木）,7月14日（木）
9月1日（木）,11月1０日（木）
1月5日（木）,2月2日（木）

13時～15時

八郷中央公民館 3月２日（木） 13時～15時

八郷総合支所 （４・６・８・１２月）第１木曜日 13時～15時

津知公民館　
牛堀公民館　

江戸崎福祉センター
社会福祉協議会会議室

奇数月第３木曜日 13時30分～16時

新利根公民館　研修室４ 偶数月第１木曜日 13時30分～16時

桜川公民館　研修室１
（11月創作室、３月大会議室）

奇数月第１木曜日ただし11月は第１
金曜日

13時30分～16時

東支所　３階第３会議室
（２月のみ２階第５会議室）

偶数月第３木曜日 13時30分～16時

茨城町 町役場２階第１会議室
（2月のみ2階第５会議室）

５月１０日（火），８月９日（火），
１０月１１日（火），２月７日（火）

13時～16時 石井　敏幸
海老澤　栄子

牛久市 市役所　分庁舎２階第１会議室
（４月のみ第２会議室）

毎月第１月曜日ただし１月は16日
（月）

13時～15時
櫻井　明良

宮﨑　千代子
渡邊　一博

大洗町 町役場3階会議室 １０月19日（水） 10時～12時 野口　圭市

玉里総合支所１階　相談室 毎月（10月を除く）第３火曜日ただし
３月は第２火曜日

13時30分～15時30分

小川総合支所１階　会議室 毎月（10月を除く）第３水曜日ただし
6・２月は第４水曜日

13時30分～15時30分

市役所１階第１会議室
又は２階第３会議室

毎月（10月を除く）第３木曜日ただし
６月・９月・12月は第４木曜日

13時30分～15時30分

美野里公民館１階大会議室 10月1８日（火） 13時～16時

大山　進
村尾　實

伊野　美也

稲敷市
坂本　和広
村松　清美
横田　文江

行政相談委員による行政相談所（定例相談所）の開設予定（茨城県内）

　【行政相談委員による定例相談所の中止】
行政相談委員は、各市町村において定期的に行政相談所（定例相談所）を開設しておりますが、当面の

間、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止になる場合がございます。ご迷惑をおかけしますが、ご
理解賜りますようお願い申し上げます。
行政相談は、当センター（0570－090110又は029-253-1100）でもお受けしておりますので、ご利

用くださいますようお願い申し上げます。
なお、令和4年４月１日現在の定例相談所の開設予定は次のとおりです。市町村は50音順に並んでいま

す。ご利用の際に予約が必要な相談所もありますので、あらかじめ市町村広報誌で開設状況をご確認いた
だくか、市町村にご確認ください。

令和4年4月1日現在

あ行
阿見町 町役場３階会議室

（６・７・８・９・10・12・１・２・３月）
第１木曜日
（４・５・11月）第２木曜日

10時～15時 飯塚　勝
栗原　繁樹

石岡市
矢口　輝行

谷島　かおり
松﨑　守男

潮来市 ５月１８日（水），７月２０日（水）
１０月１９日（水），２月１５日（水）

13時～15時 久保木　裕
小沼　幸夫

小美玉市



50音 市町村名 開 設 場 所 開　設　日 時　　間 担当委員

友部公民館 （４・５・７・９・１・３月）第４水曜日 14時～16時

地域交流センターともべ ８月24日（水） 14時～16時

笠間ショッピングセンター
ポレポレ　１階セントラルコート

10月26日（水） 13時～15時

地域福祉センターともべ １１月１６日（水） 13時～15時

6月22日（火） 14時～16時

２月７日（火） 13時～15時

笠間公民館 12月２１日（水） 13時～15時

市役所 （４・６・９・11・２月）第２水曜日 13時30分～15時30分

大野ふれあいセンター （５・７・１０・12・３月）第２水曜日 13時30分～15時30分

かすみがうら市 あじさい館研修室２ ５月１７日（火） 1０時～15時 小倉　征夫
坂本　千一

神栖市 市役所１階ロビー 毎月第２火曜日
※祝日の場合は第３火曜日

13時～15時
丸野　和美

兼清　扶司雄
山本　信雄

河内町 岩橋　弘

北茨城市 市役所４階会議室 ６月１5日（水）,11月11日（金） 13時～15時
増子　和雄
鈴木　貴夫
沼田　計守

市役所古河庁舎 ５月１１日（水），７月１３日（水）
１０月１２日（水）,１２月７日（水）

10時～12時

市役所三和庁舎 ６月８日（水），１１月９日（水） 10時～12時

市役所総和庁舎 ９月１４日（水），３月８日（水） 10時～12時

五霞町 町役場 10月２0（木） 13時～16時 岡野　𠮷𠮷雄

境町 境町社会福祉会館
毎月第４火曜日ただし１2月は第3火
曜日
※祝日の場合は翌日

９時～1０時 佐藤　友久

岩瀬福祉センター　２階 ４月６日(水)，７月15日(水)
１０月７日(金)，１月12日(金)

13時30分～15時

大和ふれあいセンター
シトラス　１階会議室

５月12日(木)，８月９日(火)
２月８日（水）

13時30分～15時

真壁福祉センター　２階 ６月７日(火)，９月８日(木)
１２月８日(木)，３月７日(火)

13時30分～15時

大和中央公民館　２階大会議室 11月８日（火） 13時30分～15時

下妻公民館２階研修室
（10月は変更の可能性あり）

（４月・１２月）第２金曜日，（８月・１０
月・２月）第４金曜日,6月は3日（金）

13時30分～15時30分

千代川公民館１階小会議室 （5月・7月・9月・11月・1月・3月）第
２金曜日

13時30分～15時30分

市役所本庁舎市民総合相談室 毎月15日 ９時～12時

市役所石下庁舎相談室 偶数月の15日 ９時～12時

城里町桂公民館 ７月２０日（水），１２月２１日（水） 10時～12時

コミュニティセンター城里 ５月２５日（水），１０月１９日（水） 10時～12時

七会町民センター ９月２１日（水），２月２２日（水） 10時～12時

か行

笠間市
茂呂　裕
井口　清

海老沢　耕市

鹿嶋市
小原　二郎
加藤　義浩

生井澤　恵子

日程等は当センターまたは町役場にお尋ねください。

古河市

倉本　仁司
鈴木　悦子
青木　充

渡邊　誠一

市民センターいわま

さ行

桜川市
伊東　留眞運
増渕　和美
渡辺　幸子

下妻市 横瀨　靖彦
鈴木　静夫

常総市
髙野　守
古谷　裕

飯田　恒夫

城里町
加藤木　賢
田上　勤

川又　重光



50音 市町村名 開 設 場 所 開　設　日 時　　間 担当委員

た行 町役場第二会議室 5月18日（水） 10時～15時

文化福祉会館「まいん」 １０月１９日（水） 10時～15時

高萩市

市役所1階会議室
（（5月・7月）第２木曜日
（4月・7月）第4木曜日は会議
室２－１）

毎月第２・第４木曜日
※祝日の場合は実施しない

13時30分～15時 棚谷　稔
矢代　博一

市役所２階防災会議室２ 9月１３日（火） 13時30分～1５時

市役所２階防災会議室３ 10月1８日（火） 13時30分～1５時

みらい平コミュニティセンター
相談室

７月21日(木)，２月１６日（木） 13時30分～15時30分

谷井田コミュニティセンター和
室１

５月１９日（木），９月１５日（木） 13時30分～15時30分

きらくやま　すこやか福祉館
福祉団体活動室

６月１６日（木）,12月15日（木） 13時30分～15時30分

小絹コミュニティセンター2階
会議室

８月１８日（木），３月１６日（木） 13時30分～15時30分

板橋コミュニティセンター研修室２ 11月１７日（木） 13時30分～15時30分

市役所伊奈庁舎１階相談室２ ４月２１日（木），１月１９日（木） 13時30分～15時30分

伊奈公民館小会議室 10月20日（木） 13時30分～15時3０分

土浦市

市役所男女共同参画センター
研修室３
（７月は新治総合福祉セン
ター）

毎月（10月を除く）第３水曜日 13時30分～15時30分

今髙　博子
篠　捷子

山田　和也
髙橋　義夫

東海村 東海村役場 （5月・7月・12月・２月）第２水曜日
10月は１９日（水）

10時～12時 本田　政治
平田　文枝

利根町 利根町民すこやか交流センター 毎月第３月曜日（休日の場合は翌週） 13時～16時 篠﨑　達

福祉交流センター会議室AB ４月14日（木），12月8日（木） ９時～11時

市役所藤代庁舎３階３０５会議
室

６月３日（金），８月５日（金） ９時～11時

市役所　１階ロビー ５月１3日（金） １３時～１６時
瓜連支所１階ロビー １０月２1日（金） １３時～１6時
那珂市総合保健福祉センター
「ひだまり」ロビー

12月2日（金） 10時～12時
13時～15時

市役所　１階ロビー ３月3日（金） 10時～12時
13時～15時

麻生公民館第２集会室
北浦公民館2階談話室
玉造公民館1階談話室

5月1８日（水） 13時～1５時

麻生公民館第２集会室
北浦公民館１階講義室３
玉造公民館１階談話室

10月１９日（水） 13時～1５時

大子町 菊池　利喜夫

筑西市 市役所本庁１階東側相談室
毎月第２・４木曜日
ただし８月は１０日（水）25日（木）、２
月は９日（木）、２２日（水）

10時～12時

小嶋　和枝
齊藤　茂

横島　佐代子
飯島　茂
渡邉　浩

つくばみらい市

つくば市

橋本　喜美子
杉浦　浩

酒井　泰寿
相澤　高史
中山　貢

秋田　信博

取手市
田宮　一典
秋山　誠

鈴木　範子

那珂市
勝山　文久
小森　友子
萩野谷　悟

行方市
根本　憲

松下　健治
新堀　文江

な行



50音 市町村名 開 設 場 所 開　設　日 時　　間 担当委員

市役所２階市民相談室
（10月は１階多目的ホール）

偶数月　第２木曜日 13時～15時

猿島公民館2階会議室 奇数月　第２木曜日 13時～15時

日立市 市役所市民相談室 毎月（６月・10月を除く）第３水曜日 10時～15時

小野　勝久
小林　れい子
岡部　雅彦
鈴木　利昭
菊池　幾子

市役所本庁市民相談室 偶数月　第２火曜日 13時30分～15時30分

市役所金砂郷支所分館 奇数月　第２火曜日 13時30分～15時30分

市役所水府支所 奇数月　第３火曜日
※３月は第４水曜日

13時30分～15時30分

市役所里美支所 偶数月　第４火曜日 13時30分～15時30分

御前山地域センター小会議室 ６月２5日（土） 13時～15時

緖川地域センター大会議室 ７月16日（土） 13時～15時

美和地域センター大ホール ９月10日（土） 13時～15時

おおみやコミュニティセンター
研修室1

1１月9日（水） 13時～1５時

山方地域センター中会議室 12月３日（土） １３時～1５時

ひたちなか市 市役所本庁舎１階ロビー
５月１８日（水），７月２０日（水）
９月２１日（水），１月１８日（水）
３月１５日（水）

13時～15時

卯野　福弥
髙橋　節子

飯村　久美子
渡邉　憲一

鉾田市 鉾田中央公民館 毎月第２水曜日 17時～19時
田﨑　稔

東峰　一明
村田　みのり

市役所　市民相談室 毎月（５月・1月を除く）第１火曜日 13時～16時

イオンモール水戸内原２階 毎月第３火曜日 13時～15時

美浦村
村役場１階住民相談室
※都合により会議室変更の場
合あり

毎月第４金曜日 10時～12時 栗山　和男

守谷市 守谷市文化会館 （４・６・８・１２・２月）第２月曜日，
１０月は１9日（水）

13時～1５時 髙橋　由紀子
岡田　啓子

八千代町 中央公民館１階談話室 ５月２４日（火） ９時～12時 関　好太郎

山川文化会館 ８月５日（金），２月３日（金） 1０時～1５時

４月８日（金），６月３日（金）※
１０月７日（金），１２月２日（金）

10時～15時
※10時～17時

５月６日（金），７月１日（金）
９月２日（金），１１月４日（金）
１月６日（金），3月３日（金）

1３時～15時

市役所第3会議室 ５月18日（水），１０月19日（水）
２月１５日（水）

13時30分～16時30分

長戸コミュニティセンター 8月1７日（水） 13時30分～16時30分

松葉コミュニティセンター １２月1４日（水） 13時30分～16時30分

常陸太田市

石井　啓文
富田　雅弘
関　祥一
菊池　尚

常陸大宮市

石澤　令子
大久保　喜弘
宇留野　美雪
木村　雅之
河西　秀美

ら行
龍ケ崎市

大野　博信
川崎　幸子
池澤　美雪

ま行

水戸市

草栁　茂春
谷萩　百合子
海東　利厚
井坂　美子
川井　融顕
平石　京子
杉下　赫子

や行

結城市
菊池　和代
宮本　敏男
小澤　崇市役所

は行
坂東市

野本　進一
冨山　きみ江
新谷　孝雄
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