
令和5年4月17日現在
日 曜 時間 市町村 場　所 相談委員名
1 月 10:00～12:00、13:00～15:00 香南市 香南市のいちふれあいセンター 竹下 英男
8 月 9:00～12:00 仁淀川町 仁淀川町大崎地域集会所 尾﨑 登代美

９:00～12:00 中土佐町 中土佐町役場大野見振興局 1階 会議室 萩野 正二
９:00～12:00 中土佐町 中土佐町役場 3階 小会議室 山本 眞紀
10:00～15:00 四万十町 四万十町農村環境改善センター 森 英真
13:00～15:00 北川村 北川村総合保健福祉センター 高知行政監視行政相談センター職員

10:00～12:00、13:00～15:00 香南市 香南市吉川防災コミュニティセンター 甲藤 喜美子
9:00～12:00 高知市 高知市大津ふれあいセンター 廣光 良昭
10:00～15:00 芸西村 芸西村村民会館 松本 佳代子
10:00～15:00 土佐清水市 土佐清水市役所 第3会議室 田中 嘉一・木下 司
10:00～15:00 越知町 越知町保健福祉センター 2階 相談室 山中 一夫
10:00～12:00 日高村 日高村社会福祉センター 前田 巳千子
13:30～15:30 黒潮町 黒潮町奥湊川老人憩の家（大方地域） 曽根 寧之

15 月 10:00～15:00 土佐町 土佐町保健福祉センター（土居） 稲村 章
10:00～15:00 香美市 香美市基幹集落センター 岡﨑 千佳
10:00～12:00 仁淀川町 仁淀川町長者出張所 石本 和則
13:00～15:00 室戸市 室戸市保健福祉センター やすらぎ 第1会議室 中野 金夫・山本 君子
10:00～12:00 安芸市 安芸市社会福祉センター 森尾 傳・釣井 民子
9:00～12:00 東洋町 東洋町役場 会議室 片岡 芳則
13:00～15:00 香南市 香南市赤岡市民館 近森 孝章
10:00～12:00 高知市 高知市朝倉ふれあいセンター 松本 航二
10:00～12:00、13:00～15:00 土佐市 土佐市高岡市民館 1階 学習室 羽方 英文・溝渕 喜朗
13:30～16:30 いの町 いの町すこやかセンター伊野 小会議室 土居 晃
9:00～12:00 梼原町 梼原病院 3階 会議室 川上 博明
10:00～15:00 奈半利町 奈半利町保健センター 相談室 田所 大池
13:00～16:00 田野町 田野町老人福祉センター 高知行政監視行政相談センター職員

10:00～12:00 本山町 本山町役場 筒井 幸弘
10:00～12:00 いの町 いの町吾北中央公民館 高橋 惠助
10:00～15:00 津野町 津野町役場西庁舎 黒川 満洋

19 金 13:00～16:00 四万十市 四万十市社会福祉センター 正木 卓夫・平石 眞理子
10:00～15:00 南国市 南国市社会福祉センター 田岡 崇
9:00～12:00 仁淀川町 仁淀川町池川コミュニティセンター 3階 会議室 山中 壽之
13:00～16:00 佐川町 佐川町役場東庁舎 2階 宇賀 さよ子

23 火 13:30～15:30 高知市 高知市中山間地域構造改善センター 田中 俊次
13:00～15:00 室戸市 室戸市佐喜浜生活改善センター 中野 金夫・山本 君子
10:00～12:00 高知市 高知市初月ふれあいセンター 野村 ひとみ
10:00～12:00 須崎市 須崎市立市民文化会館 岡本 憲仁・西森 茂幸
10:00～12:00、13:00～15:00 香南市 香南市香我美総合保健福祉センター 井上 準二
9:30～11:30 高知市 高知市長浜ふれあいセンター 鈴木 美津子
13:30～15:30 黒潮町 黒潮町錦野団地集会所 （大方地域） 曽根 寧之

30 火 13:00～15:00 宿毛市 宿毛市立宿毛文教センター 会議室3 三本 義男・山岡 まゆみ

24 水

26 金

17 水

18 木

22 月

11 木

12 金

16 火

行政相談カレンダー（令和5年5月）

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、相談所の開設中止や開設時間の変更等の対応をしている場合があります。
　相談所の開設については、事前に当センター（088-824-4100）までご確認いただきますようお願いします。

9 火

10 水



令和5年5月2日現在
日 曜 時間 市町村 場　所 相談委員名

10:00～12:00 馬路村 馬路村集会センターうまなび 岡本 幸将
10:00～12:00、13:00～15:00 香南市 香南市のいちふれあいセンター 竹下 英男
10:00～12:00 大豊町 大豊町総合ふれあいセンター 高知行政監視行政相談センター職員

10:00～15:00 土佐町 土佐町農村環境改善センター（田井） 稲村 章
10:00～15:00 大川村 大川村山村開発センター 2階 研修室 長瀨 尚子
10:00～12:00 仁淀川町 仁淀川町仁淀多目的研修集会施設 石本 和則
10:00～15:00 梼原町 梼原病院 3階 会議室 川上 博明
10:00～15:00 津野町 津野町役場本庁舎 高知行政監視行政相談センター職員

9:00～12:00 四万十市 四万十市西土佐ふれあいホール 中平 晋祐
10:00～12:00 大月町 大月町デイサービスさんご 研修室 高坂 一弘

5 月 10:00～12:00、13:00～15:00 三原村 三原村農業構造改善センター 田辺 政克
7 水 9:00～12:00 高知市 高知市大津ふれあいセンター 廣光 良昭

10:00～12:00 四万十町 四万十町大正地域振興局 山本 安弘
13:00～15:00 四万十町 四万十町十和地域振興局 山本 安弘
10:00～15:00 土佐清水市 土佐清水市役所 第3会議室 田中 嘉一・木下 司

9 金 10:00～15:00 香南市 香南市夜須町公民館 1階 練習室 宗圓 良一
10:00～15:00 香美市 香美市プラザ八王子 植村 千里
9:00～12:00 仁淀川町 仁淀川町大崎地域集会所 尾﨑 登代美
９:00～12:00 中土佐町 中土佐町役場大野見振興局 1階 会議室 萩野 正二
９:00～12:00 中土佐町 中土佐町役場 3階 小会議室 山本 眞紀
10:00～15:00 四万十町 四万十町農村環境改善センター 森 英真

14 水 10:00～12:00 高知市 高知市朝倉ふれあいセンター 松本 航二
10:00～15:00 奈半利町 奈半利町保健センター 相談室 田所 大池
10:00～15:00 香美市 香美市奥物部ふれあいプラザ 凢内 一秀
10:00～12:00 本山町 本山町役場 筒井 幸弘
10:00～12:00 高知市 高知市土佐山公民館 2階 会議室 永野 崇嗣
10:00～12:00 日高村 日高村社会福祉センター 前田 巳千子
10:00～15:00 南国市 南国市社会福祉センター 和田 章
13:00～15:00 高知市 高知市春野公民館 1階 会議室 小松 貴広
9:00～12:00 仁淀川町 仁淀川町コミュニティセンター 3階 会議室 山中 壽之
13:00～15:00 室戸市 室戸市保健福祉センター やすらぎ 第1会議室 中野 金夫・山本 君子
10:00～12:00 安芸市 安芸市社会福祉センター 森尾 傳・釣井 民子
10:00～12:00、13:00～15:00 土佐市 土佐市高岡市民館 1階 学習室 羽方 英文・溝渕 喜朗
13:30～16:30 いの町 いの町すこやかセンター伊野 小会議室 土居 晃
10:00～12:00 須崎市 須崎市立市民文化会館 岡本 憲仁・西森 茂幸
13:00～16:00 四万十市 四万十市社会福祉センター 正木 卓夫・平石 眞理子
10:00～12:00、13:00～15:00 香南市 香南市香我美総合保健福祉センター 井上 準二
9:30～11:30 高知市 高知市長浜ふれあいセンター 鈴木 美津子
13:30～15:30 高知市 高知市中山間地域構造改善センター 田中  俊次

26 月 13:00～16:00 佐川町 佐川町役場東庁舎 2階 宇賀 さよ子
27 火 13:00～15:00 宿毛市 宿毛市立宿毛文教センター 会議室3 三本 義男・山岡 まゆみ
28 水 10:00～12:00 高知市 高知市初月ふれあいセンター 野村 ひとみ

12 月

21 水

23 金

16 金

20 火

13 火

15 木

行政相談カレンダー（令和5年6月）

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急遽、行政相談所の開設を中止とさせていただく場合があります。
　行政相談所の開設については、事前に当センター（088-824-4100）までご確認いただきますようお願いします。

1 木

8 木
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