
令和3年4月1日現在

市町村名 行政相談委員 開催場所

今井 義憲

金澤 和子

岩城 慎二

西村 文男

安達 典子

金沢 祐子

髙橋 等

今野 要一

池田 昌子

鑓水 健

吉村 元

青柳  仁

山田 しのぶ

矢萩 美惠子

佐野 啓子

村上 克男

水上 由美子

鈴木 公子

大髙 正史

山辺町 長谷川 吉則 奇数月第３木曜日 10：00～12：00 山辺町役場

中山町 黒沼 裕一 毎月第２水曜日 10：00～12：00 中山町中央公民館

布川 雄二

奥山 千鶴子

西川町 菅野 進 毎月11日 13：00～15：00 西川町老人福祉センター

朝日町 柴田 智子 毎月第３木曜日 13：00～15：00 朝日町開発センター相談室

大江町 佐竹 恵子 毎月第１水曜日 10：00～12：00 大江町役場102会議室

大石田町 海藤 仁 毎月第２水曜日 13：30～16：00
大石田町町民交流センター

「虹のプラザ」

夛田 美佐雄

栗原 珠実

菅野 昭浩
5月、7月、10月、12月、3月

第２木曜日

勝見 裕子
4月、6月、9月、11月、1月

第２木曜日

丸山 啓一

小関 京子

黒田 雅幸

髙梨 麗子

平 善昭

山口 由紀子

小国町 林 公子
6/５(土)、７/３(土)、

９/４(土)、11/６(土)、
12/11(土)、３/５(土)

13：00～15：00 小国町役場

田中 惠治

大村 奈保子

寒河江市 毎月第３木曜日 13：30～15：30 ハートフルセンター2階会議室

上山市
毎月第２火曜日

(10月を除く)
13：30～16：00

行政相談委員の定例相談所窓口一覧

開催日時

山形市 毎月第３火曜日
10：00～12：00
13：00～15：00

山形市役所1階市民相談室

13：00～15：00 村山市農村環境改善センター

10：00～12：00 高畠町老人福祉センター会議室

毎月第２木曜日
(８､１月を除く)

毎月第２水曜日

河北町 毎月第４水曜日 13：30～16：00 河北町総合福祉センター

米沢市 毎月第３水曜日 13：30～16：00 米沢市役所市民相談室

長井市

南陽市 毎月第３金曜日 13：00～15：00 南陽市役所市民相談室

10：00～12：00 長井市市民相談センター

川西町 毎月第３水曜日 13：30～15：30
川西町健康福祉センター

２階会議室

白鷹町
5/27(木)、7/29(木)、
10/27(水)、1/27(木)

13：30～15：30 白鷹町中央公民館２階会議室A

高畠町

下記のほか、地区公民館等において臨時的に開設する特設（巡回）相談所の開設も行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記定例相談所が中止になる場合があります。
詳細については、担当市町村又は山形行政監視行政相談センター（℡：023－632－3113）までご連絡ください。

尾花沢市
第3水曜日

（8、12月を除く）
10：00～15：00

尾花沢市老人福祉センター
「東光館」

天童市

4/15(木)、6/17(木)、
8/20(金)、12/16(木)、

2/17(木)
※ 10月は市内公民館で

巡回相談所を開設予定

10：00～12：00 天童市教育委員会庁舎 会議室

東根市
奇数月第3木曜日

(11月を除く)
13：00～15：00

東根市役所会議室又は
東根市職業訓練センター

上山市役所市民相談室

村山市



市町村名 行政相談委員 開催場所

飯豊町 伊藤 毅
5/20(木)、７/９(金)、

９/17(金)、11/19(金)、
１/21(金)、３/18(金)

13：00～15：00
飯豊町町民総合センター

「あ～す」

髙倉 良子

須田 泰博

金山町 川崎 惠佐夫 毎月第１金曜日 9：30～11：00
金山町農村環境改善センター
(１～３月は委員自宅で受付)

最上町 浅井 真
6･9･12月：第１金曜日

7･8･10･11･1月：第1月,金曜日
10：00～15：00
13：30～15：00

最上町中央公民館
最上町高齢者総合福祉センター

舟形町 伊藤  宏

真室川町 佐藤 惣司
6/２(水)､10/20(水)､

12/１(水)
10：00～15：00
10：00～12：00

真室川町中央公民館

大蔵村 今野 邦代
毎月第３火曜日

（４・8・12・２月は休み）
10：00～12：00 大蔵村中央公民館

鮭川村 八鍬 吉英

戸沢村 荒川 喜一 奇数月第３木曜日 9：30～11：30 戸沢村役場 １階住民相談室

升川 繁敏

阿部 美惠子

渡部 芳勝 毎月第３火曜日 13：30～15：30 朝日中央コミュニティセンター

澤川 宏一
毎月第１水曜日

（5月,11月は第２水曜日。
10月を除く）

10：00～12：00 産直あぐり内

本間 さなえ 毎月第４木曜日 13：00～15：00 鶴岡市温海ふれあいセンター

丸山 壽身 毎月第３火曜日 13：30～15：30 鶴岡市役所羽黒庁舎会議室１

池田 勝美
毎月第４金曜日

（７月は第３金曜日）
13：00～15：00 鶴岡市藤島ふれあいセンター

五十嵐 順子 毎月第３火曜日

佐藤 敏行 毎月第１火曜日

小松 睦 奇数月第３水曜日 13：30～15：00
酒田市松山健康福祉センター

相談室

髙橋 みお子

毎月10日
(4月は12日(月)、5月は12日(月)､
７月は12日(月)､10月は12日(火)､

1月は11日(火))

９：30～11：30
(10月は10：00～

15：00)

酒田市ひらたタウンセンター
（会議室１）

羽根田 篤 毎月第２月曜日 13：30～15：00
酒田市八幡タウンセンター

観音寺コミセン会議室

池田 博史 8/4(水)、12/1(水) 13：30～15：00
狩川公民館(8月)

清川公民館(12月)

水尾 理恵 6/2(水)、10/6(水)、2/2(水) 13：30～15：00
余目第四公民館(6月、2月)

余目第二公民館(10月)

三川町 大川 栄一 6・9・12・3月 第１火曜日 13：30～15：30 三川町社会福祉センター

菅原 三康

佐藤 正子

相談は、行政相談委員の自宅において随時受付

13：30～15：00 酒田市役所2階市民相談室

遊佐町役場102会議室(４･10月)
蕨岡まちづくりセンター(5・11月)
稲川まちづくりセンター(6・12月)
高瀬まちづくりセンター(７・１月)
西遊佐まちづくりセンター(8・2月)
吹浦まちづくりセンター(９・３月)

新庄市
毎月20日

(土日祝の場合は翌平日)
10：00～15：00 新庄市役所１階相談室

相談は、行政相談委員の自宅において随時受付

酒田市

庄内町

遊佐町 毎月第３水曜日
13：00～15：00

(10月は16：00まで)

鶴岡市

毎月第２火曜日 14：00～16：00 鶴岡市役所

開催日時


