令和4年度 定例行政相談所開設状況
(令和4年4月1日現在）
市町名

近江町いちば館 4階
(青草町88)

金沢市

白山市

開 設 日

開 設 場 所
原則 毎月第2・第4木曜日

（5月26日（木）、8月11日（木）及び11月24日（木）の開設なし）

13時30分～15時30分

能木場 由紀子

新神田公民館
(新神田1-1-18)

原則 毎月第2木曜日

13時～15時

野坂 ときこ

旭町保育園
(旭町2-13-1)

原則 毎月第4水曜日

13時～16時

二飯田 成一

長土塀公民館
(長町3-3-3)

原則 毎月第3月曜日

10時～12時

安嶋 弘子

(11月は24日（木）、12月は21日（水）に開設）
（7月は19日（火）、8月は17日(水)、9月は20日（火）に開設）

石川県女性センター
(三社1-44)

原則 毎月第3土曜日

13時30分～15時30分

金沢駅西合同庁舎 2階
(西念3-4-1）

金沢市一日合同行政相談所
10月18日（火）

13時～16時

白山市役所 本庁 １階 市民相談室
(倉光町2-1)

原則 毎月第3火曜日
13時～15時

新田 素子、武藤 敬子、
山田 清美、山下 均、
松田 栄司

かわち保健センター
(河内町福岡77)

5月10日(火)

13時～15時

河原 秀昭

鶴来支所

7月12日（火）、11月8日(火)、3月14日（火）

13時～15時

清水 豊治、河原 秀昭

野々市市役所 1階 101会議室
(三納1-1)
小松市役所 1階 くらしあんしん相談セ
ンター
(小馬出町91)
小松サン・アビリティーズ
（符津町念仏ケ2番地7）
第一地区コミュニティセンター
アビオシティ加賀 2階 情報プラザAB
(作見町ル25-1)

原則 毎月第1火曜日
（5月は10日(火)、1月は10日(火)に開設、6月・12月は開設なし）

原則 毎月第2・第4木曜日
（5月26日(木)、8月11日（木）、2月23日（木）は開設なし）

13時～15時

13時～16時
13時～15時

13時～15時

原則 毎月第1木曜日

13時～15時

原則 毎月第4金曜日
（9月は30日(金)、10月は21日（金）に開設、2月・3月は開設なし）

豊治、河原 秀昭
素子、武藤 敬子、
清美、山下 均、
栄司
博、中野 惠美子、
茂樹

13時～15時

原則 毎月第3木曜日
（5月5日(木)、11月3日(木)は開設なし）

山下 均、松田 栄司
清水
新田
山田
松田
北村
塚本

橋本 淑子、吉岡 憲一、
橋本 操、松本 英好、
上林 一美

13時30分～15時30分

加賀市市民会館
4月8日(金)、8月5日（金）、12月9日(金)、2月10日(金)
(石川県加賀市大聖寺南町ニ11番地5)

13時30分～15時30分

山代地区会館 2階 会議室
(山代温泉山背台1-60)

5月13日（金）、9 月9（金）、1月13日（金）、3月10日（金）

13時30分～15時30分

片山津地区会館 2階 会議室
(片山津温泉7-1-1)

6月10日(金)、10月7日(金)、2月24日(金)

13時30分～15時30分

山中温泉文化会館 2階 会議室
(山中温泉西桂木町ト5-1)

7月8日(金)、11月11日(金)、3月24日(金)

13時30分～15時30分

原則 毎月25日

13時30分～15時30分

本多 他家志

13時30分～15時30分

中浦 八重子

13時30分～15時30分

清水 一雄

根上サービスセンター
(中町子86)
能美市

能木場 由紀子、橋本 淑子、
室井 幸子、安嶋 弘子
能木場 由紀子、野坂 ときこ
二飯田 成一、丹羽 俊夫、
安嶋 弘子、谷川 竜一、
盛永 有登、谷内 安芸

（6月は1日（水）、8月は30日（火）、12月は21日（水）、
3月は7日（火）に開設、7月・10月は開設なし）

(白江町108番地1)

加賀市

13時30分～16時

能木場 由紀子、野坂 ときこ
二飯田 成一、丹羽 俊夫、
安嶋 弘子、谷川 竜一、
盛永 有登、谷内 安芸

原則 毎月第3木曜日

白山市福祉ふれあいセンター2階（大会議
白山市一日合同行政相談所
室）
6月24日（金）、10月12日(水)
(倉光八丁目16番地1)

小松市

行政相談委員氏名

金石町公民館
(金石通町3-14)

イオンモール白山 3階 イオンホール 7月30日(土)

野々市市

開 設 時 間

（6月・2月・3月は24日（金）、9月・12月は26日(月)に開設）

ふれあいプラザ 2階
(寺井町た8番地1)

原則 毎月5日

辰口福祉会館
(辰口町ヌ10)

原則 毎月15日

（5月は6日(金)、6月、2月・3月は6日(月)、11月は4日（金）に開設）

（8月は16日（火）に開設）

岡谷 吉雄、岡西 尚美、
越前 朱美、嶽野 和保

川北町役場 2階 応接室
9時～12時
原則 毎月第3水曜日
中村 渡
(壱ッ屋174)
(注) 開設日時等は変更になる場合がありますので、ご利用時は事前に各市町の広報誌で確認いただくか、市町担当課又は石川行政評価事務所(TEL:076-222-5232）
にご連絡ください。
川北町

市町名

開 設 日

開 設 場 所

開 設 時 間

かほく市障害者相談支援センター 相談室

かほく市 (宇ノ気ニ71-2 かほく市宇ノ気保健福祉セ 原則 毎月第2・第4木曜日
ンター内)

（8月11日(木)、2月23日(木)は開設なし）

行政相談委員氏名

13時30分～15時

室井 幸子、駒井 和子、
中田 一朗

津幡町

津幡町役場 消費生活センター 相談室
原則 毎月第3水曜日
(加賀爪二3)

10時～12時

加茂 修、中村 寛二、
宮本 千秋

内灘町

内灘町役場 1階 会議室
(大学1-2-1)

原則 毎月第3金曜日

13時～16時

生田 正美、北上 光士

羽咋市

羽咋市役所 1階 市民相談室
(旭町ア200)

原則 毎月第3水曜日

13時30分～16時

田嶋 学、石本 典子

志賀町文化ホール
(高浜町カ1-1)

原則 奇数月の第2金曜日

10時～15時

土田 善博

10時～15時

西方 政章

13時30分～16時

土上 加津子、羽多 良英

13時～15時

春木 憲、佐原 加津美

13時～15時

伊藤 邦夫

13時～15時

釜井 文雄

10時～12時

千場 恵美子

13時30分～16時

岡野 昇

13時30分～16時

大森 一義

13時30分～16時

橋本 秀子

志賀町

富来行政センター
(富来領家町甲10)
宝達志水町生涯学習センター
宝達志水町 「さくらドーム21」2階 会議室
(子浦そ18-1)
市役所 本庁 1階 市民相談室
(袖ヶ江町イ25)
七尾市

原則 毎月10日
（4月は11日(月)、6月は1日(火)､7月は11日(月)､9月は12日(月)、10月は11日(火)、
12月は9日（金）に開設）

原則 毎月第2火曜日
（6月は1日(水)に開設）

原則 毎月第1・第3月曜日
(1月の第1月曜日、7～9月・3月の第3月曜日は開設なし)

田鶴浜地区コミュニティセンター
(垣吉町へ部24)
中島地区コミュニティセンター
(中島町中島甲部170)

原則 毎月20日
(6月は1日（水）、8月は22日（月）に、11月は21日（月）に開設)

能登島地区コミュニティセンター
(能登島向田町ろ部8-1)

中能登町社会福祉センター
（末坂９−４３）

原則 偶数月の5日
（6月は1日（水）、10月は25日（火）、2月は6日（月）に開設）

中能登町 行政サービス庁舎
(能登部下91部23番地)

原則 奇数月の15日、6月1日（水）及び10月25日（火）

ラピア鹿島
（井田50）

原則 奇数月の25日、6月1日（水）及び10月25日（火）

輪島市

珠洲市

（5月及び1月は16日（月）に開設）
（7月は26日（火）、9月は27日（火）、3月は28日（火）に開設）

輪島市役所 新館 1階
(二ツ屋町2-29)

原則 毎月第2火曜日

9時30分～12時

引持 康子

門前総合支所 1階 101会議室
(門前町走出6-69)

原則 毎月第3水曜日

9時30分～12時

森 祐子

町野公民館 2階 研修室
(町野町粟蔵川原田22-1)

原則 偶数月の第3火曜日

10時～12時

原則 奇数月の第3火曜日

10時～12時

原則 毎月22日

9時～12時

南志見公民館
(里町32-36)
珠洲市社会福祉協議会 相談室
(飯田町5-9)

皆戸 秀継

大濱 靖弘

原則 毎月21日

穴水町

穴水町役場 1階 第2会議室
(字川島ラの174番地)

能登町

能登町役場 1階 相談室2
(宇出津ト字50番地1)
老人福祉センター 笹ゆり荘
(柳田梅198 )
内浦総合支所
(松波13字75-1)

（6月、8月、12月、3月は開設なし）

(5月は23日(月)、8月は22日(月)、1月は23日(月)、3月は22日(水)に 10時～12時
開設)

山口 隆

6月16日（木）、8月18日（木）、12月15日（木）

10時～12時

廣橋 義男、宮谷内 絹子

原則 毎月第3火曜日

10時～12時

廣橋 義男

10時～12時

宮谷内 絹子

（3月は22日（水）に開設）

原則 毎月第3火曜日

(注) 開設日時等は変更になる場合がありますので、ご利用時は事前に各市町の広報誌で確認いただくか、市町担当課又は石川行政評価事務所(TEL:076-222-5232）
にご連絡ください。

