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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。



1 令和3年度行政相談週間の概要

◎ 令和3年10月18日（月）から24日（日）までの一週間「行政相談週間」
を実施

◎ 国の行政機関、地方公共団体や弁護士などの各種専門家及び行政相談
委員が参加して、さまざまな相談に対応する一日合同行政相談所（全国
で113か所）を開設

◎ この週間を中心に、重点的に広報活動、相談活動を実施

◎ 活動の際は、新型コロナウイルスの感染防止の取組を徹底
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総務省幹部が行政相談委員と
車座で懇談

各種媒体での広報

ツイッター、
フェイスブック

一日合同行政相談所
の開設

新聞広告

LED広告



2 一日合同行政相談所の開設

行政相談センター
きくみみ

開設数 開設市区町村
行政相談センター

きくみみ
開設数 開設市区町村

北海道 7札幌(2)、江別、登別、滝川、
室蘭、新ひだか

福井 4越前、坂井、福井、敦賀

函館 1函館 滋賀 5近江八幡、彦根、大津、長浜、湖南

旭川 1旭川 京都 6南丹、向日、長岡京、京都（2か所）、城陽

釧路 2釧路、帯広 兵庫 5西宮、明石、加古川、神戸、姫路

宮城 1仙台 奈良 4奈良、宇陀、王寺、生駒

青森 2青森、弘前 和歌山 4和歌山、橋本、田辺、那智勝浦

福島 1会津若松市 広島 9
三原、府中、東広島、庄原、北広島、大竹、
安芸高田、福山、呉

埼玉 2所沢、さいたま 鳥取 3鳥取、倉吉、米子

茨城 2水戸、土浦 島根 2益田、松江

群馬 3高崎、桐生、伊勢崎 岡山 1津山

東京 1稲城 山口 3宇部、柳井、防府

神奈川 5
横浜、茅ヶ崎、秦野、相模原、
横須賀

香川 2高松、土庄

新潟 2新潟、長岡 徳島 1徳島

長野 3上田、伊那、長野 愛媛 2松山、今治

愛知 2名古屋、豊田 高知 1四万十

富山 2高岡、富山 福岡 2筑後、田川

石川 4かほく、白山、金沢、能美 佐賀 1佐賀

岐阜 3高山、岐阜、大垣 長崎 1五島

静岡 3浜松、静岡、富士 大分 3日田、大分、中津

三重 2名張、亀山 沖縄 3浦添、那覇、糸満

大阪 2高槻、大阪 合計 １１３か所
３

行政相談センター別の一日合同行政相談所の開設状況 一日合同行政相談所で受け付けた「国の行政機等の

事務」に関する相談(2,103件）の行政分野別内訳

合計
2,103件
100%

◎ 全国113か所で開設し、のべ1,034の機関（各種専門家を含む）が参加、
4,252件の相談を受付

◎ このうち「国の行政機関等の事務」に関する相談は2,103件

◎ 一日合同行政相談所の開設に当たっては、安心してご相談いただけ
るよう、感染防止の取組を徹底



４

▼相談所入口の感染対策 ▼受付の消毒

◀換気状態の目安

に、コンパクト二
酸化炭素濃度計を
設置

▲相談ブース、待合席
の間隔を空けて配置し
た会場

◀マスク着用、飛

まつ防止パネルを
設置した受付

一日合同行政相談所における感染防止の取組

▲会場入口の案内
（相談者への協力依頼）



3 行政相談委員の活動

５

行政相談委員の相談・広報活動

◎ 今年度も行政相談委員の意向を尊重し、感染対策を徹底しながら、
市区町村の協力が得られる範囲で実施

◎ 令和3年度の行政相談週間を含む10月中に、定例相談所や特設（巡回）
相談所等で約6,000件の相談を受付(前月の約3倍）、行政相談懇談会の
開催など相談活動や広報活動を実施

◀公民館長でもあ

る行政相談委員が、
公民館イベントに
て行政相談ブース
を設置しPR を実施



◎ 行政相談委員制度は、令和3年に制度創設60周年

◎ 全国の公共施設、商業施設等で行政相談パネル展を開催し、行政相談及び
行政相談委員制度を周知（令和3年4月～12月に、全国199か所で開催。
うち82か所の会場では相談も受付）

◎ 行政相談委員が、テレビ・ラジオなどへ出演し、広報活動を実施

６

行政相談パネル展の開催 テレビ・ラジオへの出演による広報活動



4 多様な手段による行政相談受付の取組
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予約制の導入や感染防止対策を行った相談受付のほか、オンライン、電話、
行政相談ボックス、郵便などの多様な手段で相談受付を実施

♦オンライン相談（北海道、宮城、栃木、東京、神奈川、愛知、富山、
大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、山口、香川、
愛媛、福岡、佐賀、沖縄の行政相談センターで実施）

相談週間を中心に、全国19の行政相談センターが、一日合同行政相談
所や行政相談パネル展などの40か所の会場で、参加機関などとオンライ
ンでつないだ相談対応を行い、256件の相談を受け付けました。

行政相談パネル展でのオンライン体験
コーナーの設置

オンライン相談の様子



小豆島町

土庄町

豊島

きくみみ香川では、小豆島の一日合同行
政相談所会場と豊島（サテライト会場）を
オンラインで結んで相談を実施しました。

両島間は、フェリーで50分ほども離れ
ており、相談者からは「とても便利で助
かる」と好評でした。

８

♦電話を利用した受付（青森、茨城、新潟、山梨、岡山の行政相談セン
ターで実施）

一日合同行政相談所開催当日、相談会場から参加行政機関へ電話する
方法や、土日でも電話により相談を受け付ける方法等による電話相談を
行いました。きくみみ新潟では、事前の広報をLINEで行うなどして、
平日の午後4時間のみで、29件の相談を受け付けました。

離島からのオンライン相談の事例



♦行政相談ボックスによる相談受付

一日合同行政相談所やパネル展の会場にボックスを置き、相談内容を
書いた用紙を投函してもらう試みです。自動車教習所に設置するなどの
取組も行いました。

９

♦郵便による相談受付

きくみみ石川では、用紙の表面に行政相談PR文
及び相談内容記入欄、裏面に郵送先を印刷した

「相談申出用紙兼郵便封筒（仮称）」を公共施設へ
設置しました。封筒は、外から見えないように、
色付きの厚い用紙とするなど工夫を凝らしました。

裏表



5 外国人からの相談対応

◎ 多言語翻訳アプリをインストールした端末や多言語リーフレット、英語
版パンフレットを、一日合同行政相談所などに準備し、外国人の来訪・相談
に対応

◎ その他、国際交流協会など関係団体との情報共有・連携や広報活動を実施
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♦相談活動

市が開催する外国人のための相談会へ

参加し、当日４件の相談を受け付けました。
(きくみみ大阪)

♦広報活動

行政相談パネル展で外国人にもわかりやすいピクトグラムで表示しまし
た。（きくみみ広島）



11

♦情報共有・連携

○ 県の外国人支援センターへ行政相談ポスター、
パンフレット、チラシ等を持参し、行政相談との
連携を要請しました。（きくみみ奈良）

○ 国際交流協会のパンフレットを一日合同行政相
談所会場へ設置するとともに、英語版の行政相談
パンフレットを協会へ提供しました。（きくみみ

青森）

○ 県内の「外国人に対する情報提供及び相談窓口
の開設状況調べ」を行い、最新情報（対応可能な
言語、対応策、留意点等）を関係機関へ共有しま
した。（きくみみ埼玉）

○ 国際交流協会へ外国人に関する行政課題をお聞
きするとともに協会HPへリンク貼付を依頼しまし
た。（きくみみ京都）

○ 国際交流協会主催の「かがわ国際フェスタ」へ
出展し、同協会のYouTubeにも委員２名と職員が
出演して周知啓発しました。（きくみみ香川）



6 SNS等を活用した周知の取組

若い世代をはじめとする幅広い世代の利用促進を目的として、昨年度に
引き続き、ICTを活用した取組を実施
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広報用動画と局ツィッター
（きくみみ大阪）

地元のイベント「ママ∞
フェスタ」に参加。当日は
支局ツイッターで呼びかけ
（きくみみ香川）

一日合同行政相談所の
開設市のSNS
（facebook.Instagram）
を活用（きくみみ山口）

スマートフォン用
アプリへのバナー広告
（きくみみ静岡）


