東北地方の行政相談実績（令和2年度）
令和3年6月30日
東北管区行政評価局

1 行政相談受付件数

東北地方6県の令和2年度行政相談受付件数は11,031件

・ 行政相談委員が受け付けたものは4,880件（44.2％）
・ 東北管区行政評価局（以下「東北管区局」という。）及び各行政監視行政相談センター（青森、岩手、秋田、山形、福島。
以下「センター」という。）が受け付けたものは6,151件（55.8％）
・ 国の行政機関等に関する相談（苦情・要望、制度や手続等についての照会）は4,653件（42.2％）
東北地方6県の行政相談受付件数（平成30年度～令和2年度）
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※ 令和2年度の行政相談委員の受付件数が大きく減少しているのは、新型コロナウイルス感染防止の観点から、定例
相談所（市区町村役場等で開催）における対面での相談受付の一定期間中止など、委員活動の自粛によるもの。

《本件担当》
総務省東北管区行政評価局
首席行政相談官室 伊藤、内山
電話：022(262)7840

※東北管区局及び各センターの行政相談窓口の呼称は「総務省行政相談センター」、愛称は「きくみみ」です。
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2 行政分野別件数（国の行政機関等に関する相談）
国の行政機関等に関する相談（苦情・要望、
照会）4,653件にみる上位3分類

587 (12.6%)

国民の権利擁護

542 (11.6%)

社会福祉

① 国民の権利擁護（登記、人権擁護等）
② 社会福祉（生活保護、高齢者福祉等）
③ 厚生（健康・保健、医事・薬事等）
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3 東北管区局及びセンターにおける新型コロナウイルス感染症関係の相談件数

件

・ 総数は1,176件
・ そのうち、生活への影響に係る相談件数（576件）が全体の49.0％
その他 111件（9.4％）

感染対策 205件（17.4％）
･水際対策
･個別の感染対策
･検査･治療体制 等

政府対応に関する意見･照会等
（他の区分に該当しないこと、全般的なこと 等）

215件（18.3％）

相談窓口の対応への不満
41件（3.5％）

総件数
1,176件

生活への影響 576件（49.0％）
･消費喚起施策
･個人･家庭向けの支援
･事業者向けの支援
等

情報発信の在り方
28件（2.4％）
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4 主な行政相談事例
(1) 台風の影響で洗掘された自宅近くの川の堤防を補修してほしい（東北管区局）
令和元年10月の台風19号の影響により、自宅近
くを流れる川の左岸側堤防の法面が数十メートル
にわたって洗掘された。自宅の傍であり、今後、
大雨でまた法面が削られ堤防が壊れるのではない
かと心配なので、対応をお願いしたい。

相談を受けた行政相談委員が現地を確認したところ、河川
の水位上昇に伴い、堤防表土が流出し玉石が露出している状
態であったため、行政相談委員から提報を受けた東北管区局
（きくみみ宮城）が当該河川の管理者へ改善方策の検討を依
頼した。
その結果、これ以上被害が
拡大しないよう早急に堤防補
修が行われ、当局の対応依頼
から約2週間で補修工事が完
了した。

（堤防表土が流出し玉石が
露出している状況）

(2) 放置されたままの遊覧船が防犯上心配なので対応してほしい（青森センター）
運航していない遊覧船が桟橋に放置（係留）さ
れたままになっているが、誰でも船に自由に出入
りできる状態となっているため、防犯上大変心配
である。早急に対応してほしい。

青森センター（きくみみ青森）が現地を確認したとこ
ろ、相談のとおり、船に自由に出入りできる状態であっ
たことから、桟橋の管理者に対応を依頼した結果、防犯
等の対策として桟橋に侵入防止柵が設置された。
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4 主な行政相談事例
(3) 木の枝が歩道側に伸びて点字ブロックを覆っているので、改善してほしい（岩手センター）
近所にある空き家の敷地
から木の枝が歩道側に伸び
て通行の妨げとなっており、
また、点字ブロックまで
覆っているため、視覚障害
者にとっても危険である。
空き家の所有者も不明で
あるため、どうしたらよい
か分からない。どうにか対
処してほしい。

相談を受けた行政相談委員が
現地確認の上、市担当課に相談
要旨を伝え、対応を依頼した。
その結果、所有者が判明し、市
担当課から当該所有者に改善を
要請したところ木が伐採された。

(4) 道路の路面標示を設置してほしい（秋田センター）
交差点手前の片側2車線の市道に路面標示がない
ため、直進、右左折のレーンが判然とせず、近くの大
型商業施設の駐車場に入る際に戸惑う車両が複数
見られる。
事故の未然防止のためにも路面標示を設置してほ
しい。

相談を受けた行政相談委員が現地確認をしたところ、相談
のとおりの状況が確認されたため、市担当課に対応を依頼し
た結果、後日、左折及び直進・右折の路面標示が設置された。

進行方向

4

4 主な行政相談事例
(5) 郵便ポスト利用者の路上駐車をやめてほしい（山形センター）

郵便局前の郵便ポストに投函するため、県道
に駐車している者がいる。危険なので路上駐車
をせず、郵便局の駐車場を利用するよう注意し
てほしい。

相談を受けた行政相談委員から提報を
受けた山形センター（きくみみ山形）から
当該郵便局に連絡し、相談内容を伝え、
対応を要請した。
その結果、郵便ポスト
及び郵便局の壁に「路
上駐車はご遠慮く ださ
い」との張り紙が掲示さ
れ、路上駐車禁止の注
意喚起が行なわれた。

(6) 水路脇の雑草の刈払いをしてほしい（福島センター）
道路沿いの水路脇に雑草が繁茂して水路が隠
れてしまい、隣接する花壇の管理をする際に、水
路の存在が分からず誤って転落するおそれがあ
る。雑草
の刈払い
をしてほし
い。

相談を受けた行政相談委員が現地を確認し、福島センター
（きくみみ福島）と連携して、管理者に相談内容を伝えるととも
に、対応を依頼したところ、水路の雑草の刈払いが行われた。
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5 行政相談とは
総務省の行政相談とは
○ 行政相談は、国の行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、その
解決や実現を推進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
○ 行政相談は、無料で、秘密は厳守されます。

行政相談委員とは
○ 行政相談委員は、総務大臣が行政相談委員法に基づいて住民の信頼の厚い
方から委嘱した無報酬のボランティアです。
○ 全国で約5,000人、東北管内全体で令和3年6月1日現在525人（うち宮城県内
は99人）が委嘱されています。
○ 行政相談委員は、住民の身近な相談相手として、市役所、区役所、町村役場
や公民館などで定期的にあるいは巡回して相談をお受けしています。

しんみ なるぞう

親身 成三
よく きくよ

良 聴代

【東北管区行政評価局 行政相談委員イメージキャラクター】

行政相談の窓口は
上記の行政相談委員が各市町村で開設する相談所のほか、以下の窓口があります。
○ 総務省行政相談センター「きくみみ宮城」 【担当】 東北管区行政評価局首席行政相談官室
・ 来所・郵便 ： 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎11階
お こまり なら まる

・ 電話 ：
・ FAX ：

行政苦情１１０番（全国共通）
022-262-7844

まる

くじょー

ひゃくとおばん

０５７０－０９０１１０

・ インターネット ： https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/gyousei-form.html

○ 行政困りごと相談所（仙台総合行政相談所）
買物のついでなどに気軽に相談いただけるよう、藤崎一番町館 6 階 （仙台市青葉区一番町3 - 4 - 1 ） に「行政困りごと相談所」
（仙台総合行政相談所）を開設しています。 （電話：

022-263-6201）
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参考

宮城県内の行政相談実績（令和2年度）

＜宮城県内の令和2年度行政相談件数は2,926件＞

・ 行政相談委員（宮城県内で99人（令和3年6月1日現在））が受け付けたものは868件（29.7％）
・ 東北管区局が受け付けたものは2,058件（70.3％）
・ 国の機関等に関する相談（苦情・要望、制度や手続等についての照会）は1,322件（45.2％）
（行政分野別にみる上位 3 分 野は、国民の権利擁護、
事案分類別行政相談件数（令和2年度）
社会福祉、雇用・労働）
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＜東北管区局が受け付けた宮城県内の新型コロナウイルス感染症関係の相談の件数＞
・ 総数は272件
・ そのうち、生活への影響に係る相談件数（171件）が全体の62.9％
政府対応に関する
意見･照会等

感染対策 33件（12.1％）

その他 13件（4.8％）

･水際対策
･個別の感染対策
･検査･治療体制 等

（他の区分に該当しないこと、
全般的なこと 等）

28件（10.3％）
相談窓口の対応への不満
20件（7.4％）

生活への影響 171件（62.9％）

総件数
272件

･消費喚起施策
･個人･家庭向けの支援
･事業者向けの支援
等

情報発信の在り方
7件（2.6％）
（注） 構成比は小数点以下第2位を四捨五入している
ため、合計しても必ずしも100％とはならない。

行政相談窓口の愛称
について
総務省では、行政相談を国民に親しみやすく、気軽に利用してもらうため、
行政相談窓口の愛称を「きくみみ」としました。
コンセプトは、〈地域社会に寄り添って一人ひとりの声を聞く〉です。
行政相談のマスコット「キクーン」ともども、よろしくお願いします。

行政相談
マスコット
「キクーン」
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