
① 行政相談パネル展の開催 

・ 10 月５日（火）【秋田市】秋田拠点センター アルヴェ 

・ 10 月 26 日（火）【横手市】横手市交流センター Ｙ２
わいわい

ぷらざ 
 

② 行政相談委員による県内各地での特設相談所等の開設（延べ 96か所） 

総務省は、行政相談制度について、広く国民の理解と認識が深まり、その利用

が促進されるよう、毎年 10 月の１週間を行政相談週間と定め、週間中やその前後

１週間において、行事の集中的かつ重点的な実施に取り組んでいます。 

今年度は、10 月 18 日（月）から 10月 24日（日）までの 1 週間です。 

 

 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 8 日  

き く み み 秋 田  

(秋田行政監視行政相談センター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 行政相談週間とは 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政相談週間における主な活動 

 行政相談週間における主な活動は、次のとおりです。 

 

 

 

 

  

行政相談週間のお知らせ 
令和 3 年度は 10 月 18 日（月）から 10 月 24 日（日） 



日  時：令和３年 10 月５日（火）12時から 16時まで 

会  場：秋田拠点センターアルヴェ１階 きらめき広場 

（秋田市東通仲町 4-1（JR秋田駅東側直結のビル）） 

日  時：令和３年 10 月 26日（火）11 時から 16 時まで 

会  場：横手市交流センターY2(わいわい)ぷらざ 

   １階オープンスペース 

    （横手市駅前町 1番 21号（ＪＲ横手駅東口から徒歩 2分）） 

 

 

① 行政相談パネル展の開催 

秋田市及び横手市において、行政相談パネル展を開催いたします。 

（詳細は別紙１参照） 

《秋田市》 

 

 

 

 

 

 

《横手市》 

 
 
 
 
 
 

 

 

◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 

ご来場の際には、マスク着用、手指消毒にご協力ください。 

また、体調不良（発熱等の症状がある）の場合には、来場をお控えく

ださい。 

 
 

② 行政相談委員による県内各地での特設相談所等の開設 

秋田県内の行政相談委員が地域のイベント会場や公民館など県内延べ 96か

所で、国の行政などに対する苦情・要望・制度照会に応じる相談所等を開設し

ます。（詳細は別紙２参照） 

 

 

照会先：きくみみ秋田 

（総務省秋田行政監視行政相談センター） 

行政監視行政相談課長 杉山 直樹 

電 話：018-824-1426 

 



 

 

 

ところ 
アルヴェ １階きらめき広場 
（秋田市東通仲町４－１） 【JR 秋田駅東側直結のビル】 

10月５日      12：００～16：００ 火 

① マスク着用、手指消毒にご協力ください。 
 

② 体調不良（発熱等の症状がある）の場合には来場をお控えください。 
 

③ 相談については、相談時間を原則 1 組 15 分程度とさせていただきます。 
 

④ 会場に無料駐車場はございませんので、お気をつけください。 
 

⑤ 新型コロナウイルスの感染拡大等の際に、開催を中止する場合があります。 
 

※ 中止の際は、前日の１７時までに「秋田行政監視行政相談センター」のホームページでお知らせします。 

◎「行政相談」って、難しそうに聞こえるかもしれません。 

でも、実は私たちの生活をより良くするために存在する 

制度なんです。 

◎制度の仕組みや実際に改善された身近な相談事例を 

分かりやすく紹介したパネルを展示します。 

 

 
◎当日は、行政相談(相談受付は 13:00～15:30)もお受けします。 

ちょっと立ち寄ってみませんか？ 
 

【お問合せは･･･】 

きくみみ秋田（総務省 秋田行政監視行政相談センター） 
住所：秋田市山王七丁目１－３ 秋田合同庁舎４階 

電話：０１８－８２３－１１００（土日祝日を除く毎日 8:30～17:15） 

 ご来場に当たって 

キクーン 
（総務省行政相談マスコット） 

別紙１ 



 

 

 

ところ 
Ｙ２（わいわい）ぷらざ １階オープンスペース 
（横手市駅前町１－2１） 【JR 横手駅東口から徒歩 2 分】 

10月２６日      11：００～16：００ 火 

① マスク着用、手指消毒にご協力ください。 
 

② 体調不良（発熱等の症状がある）の場合には来場をお控えください。 
 

③ 相談については、相談時間を原則 1 組 15 分程度とさせていただきます。 
 

④ 新型コロナウイルスの感染拡大等の際に、開催を中止する場合があります。 
 

※ 中止の際は、前日の１７時までに「秋田行政監視行政相談センター」のホームページでお知らせします。 

◎「行政相談」って、難しそうに聞こえるかもしれません。 

でも、実は私たちの生活をより良くするために存在する 

制度なんです。 

◎制度の仕組みや実際に改善された身近な相談事例を 

分かりやすく紹介したパネルを展示します。 

 

 
◎当日は、行政相談(相談受付は 13:00～15:30)もお受けします。 

ちょっと立ち寄ってみませんか？ 
 

【お問合せは･･･】 

きくみみ秋田（総務省 秋田行政監視行政相談センター） 
住所：秋田市山王七丁目１－３ 秋田合同庁舎４階 

電話：０１８－８２３－１１００（土日祝日を除く毎日 8:30～17:15） 

 ご来場に当たって 

キクーン 
（総務省行政相談マスコット） 
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令和３年度行政相談週間を中心として行政相談委員が開設する相談所一覧 

(令和３年９月 28日時点) 

市町村 地域 開設日 開催時間 開催場所 行政相談委員 

大館市 

大館 

10月 13日（水） 10:00～15:00 大館市役所市民相談室 石田 德行 

10月 19日（火） 11:00～13:00 イオンスーパーセンター大館店 

石田 德行 

佐藤 鐵男 

袴田 清枝 

奈良 明彦 

比内 
10月 13日（水） 10:00～13:00 比内公民館 

佐藤 鐵男 
10月 20日（水） 10:00～13:00 西館構造改善センター 

田代 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開設中止 

鹿角市 

十和田 10月 23日（土） 10:00～12:00 十和田市民センター 

金 美智子 

和田 祐二 

浅石 ひとみ 

花輪 

10月 12日（火） 13:30～16:00 鹿角市役所会議室 金 美智子 

10月 22日（金） 10:00～12:00 
花輪市民センター 

（文化の杜交流館コモッセ） 

金 美智子 

和田 祐二 

浅石 ひとみ 

八幡平 10月 24日（日） 10:00～12:00 
八幡平市民センター 

和田 祐二 

浅石 ひとみ 

尾去沢市民センター 金 美智子 

北秋田市 

鷹巣 

10月１日（金） 13:00～15:00 北秋田市交流センター 河田 弘美 

10月 19日（火） 10:00～12:00 北秋田市民ふれあいプラザ コムコム 

河田 弘美 

畠山  尋子 

小林 節子 

渡辺  幸子 

合川 10月１日（金） 13:00～15:00 老人憩いの家ことぶき荘 畠山  尋子 

森吉 10月 25日（月） 10:00～12:00 森吉生活支援ハウス 小林 節子 

阿仁 10月６日（水） 10:00～12:00 大阿仁出張所 渡辺  幸子 

小坂町 - 10月 19日（火） 10:00～12:00 小坂町役場 清水 浩 

上小阿仁村 - 10月 15日（金） 10:00～12:00 上小阿仁開発センター 小林 隆 

能代市 - 10月 21日（木） 10:00～15:00 能代市役所３階会議室８ 

鎌田  耕次 

加藤  加奈子 

奈良  ひめ子 

藤里町 - 

10月 11日（月） 10:00～12:00 総合開発センター 

山田 芳子 10月 30日（土）  9:00～17:00 
町民体育館 

10月 31日（日）  9:00～12:00 

三種町 

琴丘 10月 12日（火） 10:00～12:00 ひまわりセンター 木村 信悦 

山本 10月 20日（水） 10:00～12:00 山本公民館 近藤 仁 

八竜 10月 20日（水） 10:00～12:00 高齢者交流施設さざなみ苑 荒川 公雄 

八峰町 - 
10月９日（土） 10:00～12:00 水沢コミュニティセンター 田村 崇子 

10月 25日（月）  9:30～11:30 八峰町社会福祉協議会 辻 正英 

別紙２ 
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市町村 地域 開設日 開催時間 開催場所 行政相談委員 

秋田市 

秋田 

10月 13日（水） 13:00～16:00 秋田市役所市民相談センター 
髙橋 静子 

10月 21日（木） 10:00～12:00 北部市民サービスセンター 

10月 23日（土） 10:00～13:00 
秋田県ゆとり生活創造センター

遊学舎 

佐々木 隆 

高杉 静子 

石塚 稔 

奥山 浜子 

佐藤 郁子 

雄和 
10月 16日（土） 11:00～13:00 本田自治会館 

佐々木 隆 
10月 20日（水） 10:00～12:00 雄和市民サービスセンター 

河辺 10月 20日（水） 10:00～12:00 河辺市民サービスセンター 石塚 稔 

男鹿市 - 10月 13日（水） 10:00～12:00 男鹿みなと市民病院 

大嶋 忠男 

三浦 幸子 

原田 裕親 

潟上市 - 

10月 19日（火） 

20日（水） 

21日（木） 

13:30～15:00 潟上市役所３階第１､第２会議室 

伊藤 清孝 

新野 道 

安井 信英 

五城目町 - 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開設中止 

八郎潟町 - 10月 18日（月） 13:00～15:00 一日市コミュニティ防災センター 畠山 恵子 

大潟村 - 10月 19日（火） 10:00～12:00 大潟村役場 北村 シゲ 

由利 

本荘市 

本荘 

10月 13日（水）  9:30～11:30 由利本荘市役所 中嶋 豪 

10月 30日（土） 

   31日（日） 
10:00～12:00 文化交流館カダーレ 

中嶋 豪 

長岐 林子 

岩城 
10月 19日（火） 10:00～12:00 岩城会館 

伊藤 博行 
10月 23日（土） 10:00～12:00 高城センター 

鳥海 10月 20日（水） 10:00～12:00 直根公民館 眞坂 ひろ子 

西目 10月 12日（火） 10:00～12:00 
由利本荘市社会福祉協議会 

西目支所 
釡台 憲二 

矢島 10月 26日（火） 10:00～12:00 矢島福祉会館 土田 長夫 

大内 
10月 19日（火）  9:00～11:30 上川大内出張所 

東海林 一郎 
10月 23日（土）  9:00～11:30 大内総合支所 

東由利 
10月 21日（木）  9:30～12:00 

東由利公民館 小松 建 
10月 22日（金）  9:30～16:00 

由利 

10月８日（金）  9:30～11:00 由利コミュニティセンター善隣館 

正木 みえ子 
10月 19日（火） 

 9:30～10:30 ふれあい館 鮎川 

11:00～12:00 西滝沢水辺プラザ 

にかほ市 
象潟 10月 15日（金） 13:00～15:00 象潟公民館 木内 利雄 

金浦 10月 22日（金） 14:00～16:00 元気百歳館 齋藤 良子 
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市町村 地域 開設日 開催時間 開催場所 行政相談委員 

大仙市 

大曲 

10月 18日（月） 

10:00～12:00 大曲交流センター 
佐藤 幸子 

柴田 敬史 

13:00～15:00 
角間川公民館 佐藤 幸子 

花館公民館 柴田 敬史 

10月 19日（火） 

10:00～12:00 
藤木公民館 佐藤 幸子 

四ツ屋公民館 柴田 敬史 

13:00～15:00 
内小友公民館 佐藤 幸子 

大川西根公民館 柴田 敬史 

仙北 10月 20日（水） 13:30～15:30 仙北支所 さくまろ館 池田 佐喜男 

太田 10月 18日（月） 10:00～12:00 太田支所 小松 龍昇 

協和 10月 18日（月） 
 9:00～12:00 水沢世代交流福祉館 

関 雅幸 
13:00～16:00 協和市民センター（和ピア） 

西仙北 10月 18日（月） 10:00～12:00 大綱交流館 齋藤 恭一 

中仙 10月 20日（水） 13:30～15:30 中仙農村環境改善センター 草薙 栄良 

南外 10月 18日（月） 10:00～12:00 南外コミュニティセンター 伊藤 誠一 

神岡 10月 20日（水） 10:00～12:00 神岡福祉センター 伊藤 利之 

仙北市 

角館 10月 21日（木） 13:00～16:00 角館交流センター 大楽 進 

田沢湖 
10月 13日（水） 13:00～16:00 神代出張所 

羽川 茂幸 
10月 20日（水） 13:00～16:00 田沢湖総合開発センター 

西木 10月 22日（金） 13:00～16:00 桧木内出張所 新山 敦晃 

美郷町 - 10月 13日（水） 13:30～15:30 美郷町役場 
月輪 妙子 

鈴木 清文 

横手市 

横手 

10月８日（金） 13:00～15:00 横手市役所 鈴木 弘志 

10月 20日（水） 
10:00～12:00 Y²（わいわい）ぷらざ 嶋田 陽子 

鈴木 弘志 13:30～15:30 境町公民館 

10月 21日（木） 10:00～12:00 
金沢公民館 嶋田 陽子 

旭公民館 鈴木 弘志 

10月 22日（金） 13:00～15:00 横手市役所 嶋田 陽子 

大雄 10月 18日（月） 10:00～12:00 大雄地域福祉センター 國安 格道 

山内 10月 23日（土） 13:00～15:00 山内地域局会議室 小山 誠一 

十文字 10月 18日（月） 10:00～12:00 十文字地域局 三浦 昌 

大森 10月 23日（土）  9:30～12:00 大森コミュニティセンター 佐々木 公高 

平鹿 10月 24日（日） 10:00～12:00 平鹿地域局相談室 國安 清久 

雄物川 
10月 18日（月） 10:00～12:00 雄物川地域局相談室１ 

佐藤 靖子 
10月 20日（水） 13:30～15:00 里見地区交流センター 

増田 
10月 12日（火）  9:30～12:00 

増田地域局相談室 石田 豊作 
10月 19日（火）  9:30～12:00 
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市町村 地域 開設日 開催時間 開催場所 行政相談委員 

湯沢市 

湯沢 10月 20日（水） 10:00～12:00 湯沢市役所 1階 16相談室 
川崎 茂 

佐々木 正己 

雄勝 10月 20日（水） 10:00～12:00 
雄勝文化会館オービオン 

ふるさとホール 
菊地 雄二 

稲川 10月 20日（水） 10:00～12:00 
稲川農村環境改善センター 

サークル室 
松村 政男 

皆瀬 10月 20日（水） 10:00～12:00 皆瀬総合支所 髙橋 喜一郎 

羽後町 - 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開設中止 

東成瀬村 - 10月 19日（火） 
10:00～12:00 地域交流センター 成瀬川交流館 

高橋 豊太郎 
13:30～15:30 山村開発センター 

※  新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を予定していた相談所を

急遽中止とさせていただく場合がございます。その場合は、下記ご相談窓

口をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

  【相談窓口 きくみみ秋田(秋田行政監視行政相談センター)】 

   ○ 電話 

      0570-090110(相談専用ダイヤル) 

   ○ 受付時間 

      月曜日～金曜日  8時 30分から 17時 15分まで(祝日・年末年始を除く) 

       上記時間外は、留守番電話にてご対応させていただきます。 
 


