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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。 
 


