
県北地区 令和4年10月1日現在

市町村 行政相談委員 開設日 時間 場所

渡邉　直子

安達　吉昭

髙野　吉晴

栗原　武弘

斎須　秀行

齋藤　弘子

齋藤　美和

浦山　公一

佐々木義伸

中木由美子

齋藤　幸子

丹野　雅直

原田　慶二 毎月第1木曜日 10：00～15：00 二本松市福祉センター 2階会議室

関口  　博 12/9(金)、2/1(水) 10：00～12：00 二本松市東和支所 1階市民相談室

深井総一郎 10/6(木)、12/1(木)、2/2(木) 10：00～12：00 10/6(木)旭公民館、12/1(木)新殿公民館、2/2(木)岩代支所

大玉村 佐々木正博 12/15（木）、3/15（水） 9：00～12：00 総合福祉センターさくら

伊藤　昌男

伊藤　明雄

県南地区

市町村 行政相談委員 開設日 時間 場所

梁取　由紀

北條スミ子

坂上　  裕

久保木孝一

城坂　  愛

高橋　京子

安齊　和夫

遠藤　弘子

横田弥一郎

松山　秀明

助川富士子

増田　英子

高橋久美子

高橋　英祐

国分紀美子

有我　新一

郡山市 毎月第2火曜日 13：00～16：00 郡山市民相談センター

田村市
10/11(火)、11/8(火)
12/6(火)、1/10(火)
2/7(火)、3/7(火)

13：30～15：30
(注) 12/6は10:00～15:00

10/11(火)、3/7(火)　常葉行政局 2階会議室
11/8(火)  滝根行政局 2階小会議室
12/6(火)　田村市役所 101会議室
1/10(火)　都路行政局 2階研修室1
2/7(火)    大越行政局 第一会議室

須賀川市
毎月第1木曜日
毎月第3木曜日

13：00～16：00 須賀川市役所 3階市民相談室

13：30～16：00 川俣町役場 1階相談室1

本宮市 奇数月第２水曜日 9：00～12：00 えぽか（本宮市民元気いきいき応援プラザ）

二本松市

（注）市町村によっては、掲載している行政相談委員が当番制で対応している場合があります。

伊達市 毎月第1月曜日 10：00～12：00 伊達市役所

川俣町 毎月第2火曜日

三春町 毎月第2火曜日 10：00～12：00 三春町役場 3階会議室

行政相談委員が開設する相談所一覧

○　詳細は、お住まいの市町村又は福島行政監視行政相談センター（TEL：024-534-1101）にお問い合わせください。

毎月第1・3木曜日 10：00～12：00 福島市役所 1階市民相談室

○　新型コロナウイルス感染症の影響により、下記相談所が中止になる場合があります。

福島市

○　行政相談委員は、住民の皆様の身近な相談相手として、市役所、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（無料・秘密厳守）。

毎月第2・4木曜日 10：00～12：00
福島市男女共同参画センター（ウィズ・もとまち）
2階相談室
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県南地区

市町村 行政相談委員 開設日 時間 場所

鏡石町 円谷　光行 毎月第1日曜日 13：30～15：30 鏡石町勤労青少年ホーム

古殿町 水野　信介 10/4(火)、12/6(火)、2/7(火) 10：00～12：00 古殿町役場３階

郷　  貞夫

鎌田寿美子

原　  節子

鈴木　  茂

泉崎村 中目　正紀 毎月第2土曜日 10：00～12：00 泉崎村保健福祉総合センター

中島村 赤坂　貞夫 毎月第3月曜日
（祝日の場合は第4月曜日）

10：00～12：00 中島村総合福祉センター

会津地区

市町村 行政相談委員 開設日 時間 場所

芳賀　清光

馬場悦之進

渡部　友喜 河東農村環境改善センター

岩渕　賢美 会津若松市北会津支所    

磐梯町 佐藤　弘紀 12/5（月）、2/6（月） 9：00～12：00 磐梯町老人福祉センター

宮澤　重正 毎月第1金曜日 10：00～15：00

兼田　和子 毎月第3水曜日 13：00～15：00

大堀由起子 毎月第1月曜日 14：00～16：00 喜多方市塩川保健福祉センター（いきいきセンター）

小原　良一 毎月第2金曜日 13：00～16：00 喜多方市役所 1階相談室

佐藤　耕治 毎月第1水曜日 10：00～12：00
喜多方市山都総合支所相談室
※　10/6(木)は相川会館で開設

齋藤　利成
10/20(木)、11/17(木)
12/15(木)、1/12(木)
2/16(木)、3/16(木)

9：00～11：00
※10/20は10:00～12:00

高郷公民館1階研修室

遠藤　俊一 毎月第2木曜日 9：00～11：00 熱塩加納保健福祉センター（夢の森）

北塩原村 髙橋　光秋
　　　毎月25日頃
　 （役場広報誌に掲載）

9：30～11：30

10月、2月　生涯学習センター
11月、3月　構造改善センター
12月　　　　自然環境活用センター
1月　　  　　檜原出張所

10/4(火)、12/6(火)、3/7(火) 10：00～15：00

11/1(火)、1/17(火)、2/7(火) 10：00～12：00

鶴見　常夫

鈴木久仁子
会津坂下町保健福祉センター

西郷村文化センター 2階

会津若松市生涯学習総合センター
（會津稽古堂）研修室４

（注）市町村によっては、掲載している行政相談委員が当番制で対応している場合があります。

西郷村 毎月第2月曜日
（休日の場合は第3月曜日）

13：30～16：00

石川町文教福祉複合施設（モトガッコ）毎月第4土曜日 9：00～12：00石川町

会津若松市 10/27(木) 13：30～15：30

猪苗代町 猪苗代町役場 3階第3委員会室

喜多方市

会津坂下町
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会津地区

市町村 行政相談委員 開設日 時間 場所

松崎　佐吉

佐々木　康

坂内　隆一

三島町 小松けい子 毎月第3水曜日 10：00～15：00 三島町町民センター

金山町 渡邊新太郎
11/9(水)、1/11(水)
2/8(水)、3/8(水）

10：00～11：00 金山町開発センター

舟木由紀子
偶数月第４火曜日

（２月を除く）
13：30～15：30 南会津町役場本庁

馬場　美光  10月、12月の10日
(10日が土日の場合は前日)

10：00～12：00 南郷総合センター

下郷町 室井　正義 11/11(金)、2/17(金) 9：30～12：00
11/11(金)　下郷町老人福祉センター
2/17(金)　下郷町ふれあいセンター

浜通り地区

市町村 行政相談委員 開設日 時間 場所

菅野　良成

荒　  知之

志賀　了子

田村　早人

杉  　重博

新地町 小野　俊雄 毎月10日 10：00～12：00 新地町農村環境改善センター

楢葉町 永山　光明 毎月第2水曜日 10：00～12：00 みんなの交流館ならはCANvas 2階和室-2

毎月第4水曜日 13：00～16：00 富岡町いわき地区多目的集会施設

毎月第2土曜日 10：30～14：30 さくらモールとみおか　交流広場

浪江町 橋本由利子 毎月10日 10：00～12：00 浪江町福祉センター

渡辺　仁子 毎月第2金曜日 10：00～15：00 いわき市役所

橋本　一雄 毎月第2金曜日 10：00～12：00 好間公民館

白土　正衛
毎月第3水曜日

(８月を除く)
10：00～15：00 いわき市小名浜支所　会議室

佐藤　智春 毎月第3火曜日 13：00～15：00 いわき市小川支所

富岡町

10：00～12：00 南相馬市役所　東庁舎

毎月第2火曜日 10：00～12：00 相馬市役所　相談室

毎月10日 13：30～15：30
会津美里町庁舎・複合文化施設 じげんプラザ
11/10(木)　新鶴高齢者福祉センター

（注）市町村によっては、掲載している行政相談委員が当番制で対応している場合があります。

いわき市

塩澤　龍造

南相馬市 毎月第2木曜日

南会津町

（注）市町村によっては、掲載している行政相談委員が当番制で対応している場合があります。

相馬市

会津美里町
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	定例

