
オンライン相談の様子（沖縄県那覇市）

相談者

対応者

　地震、豪雨、台風などの災害で被害を受けた方々を支援するため、総務省行政相談センターでは特別行
政相談活動を行っています。

　近年、日本で働き生活する在留外国人は増加し続けています。
　日本人と外国人がともに安心して安全に暮らせる社会の実現
を目指し、政府全体でさまざまな施策が実施される中、総務省の
行政相談においても、外国人からの困りごと相談に対応するため
の取組を進めています。

さらに、さまざまな場面で
ご相談いただけます

　総務省ホームページに、新型コロナウイルス感染症に関連する支援制度や相談窓口の情報を都道府県別
に掲載していますので、皆様の地元の情報をぜひご利用ください。
　また、令和２年１月の発生以来、新型コロナウイルス感染症関連の相談にも対応しており、受付件数の累
計は約４万６千件（令和４年12月末時点）となりました。

　被災者からの相談を通話料無料で受け付けるフリーダイヤルを開設します。

❷「災害相談用フリーダイヤル」の開設

　被災者への支援制度や地域ごとの相談窓口をまとめたガイドブックを作成し、ホームページなどで公表するほか、
市（区）町村や行政相談委員を通じて被災者に提供します。

❶「支援措置の窓口リスト」の作成・提供

　国の行政機関、政府系金融機関、都道府県、市（区）町村や行政
相談委員などの協力を得て、被災地に「特別行政相談所」を開設
し、被災者からの相談に応じます。

❸「特別行政相談所」の開設

感染防止対策をしておりますので、安心してご相談いただけます

外国人の方もご相談いただけます

　相談対応にあたっては、パーティションの設置やオンライン相談を実施するなど感染防止に努めています。

パーティションの設置（北海道釧路市）

外国人向け相談会への参加
（大阪府東大阪市）

多言語翻訳機の導入等による相談対応体制の整備
英語での行政相談メール受付
（kikumimi.japan@soumu.go.jp）
国際交流イベントなどでの外国人向け相談会の開催

令和2年7月豪雨特別行政相談所での相談
（熊本県芦北町）

通訳者 相談者

新型コロナに関連する支援制度や相談窓口の情報を
ご覧いただけます。ぜひ行政相談をご利用ください

災害時に支援制度や相談窓口の情報をご覧いただけます。
ぜひ行政相談をご利用ください

支援措置の窓口リスト総務省ホームページ

行政相談 コロナ
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全国主要都市のデパートなどで
ご相談いただけます

　全国の17都市で、国の行政機関、地方公共団体や各種団体、行政相談委員などの協力を得て、総合行政相談所
を開設しています。
　街なかのデパートや公共施設などで毎日または定期的に開設していますので、お気軽にお立ち寄りください。
（注）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、相談所の開設中止や開設時間の変更等をしている場合があります。
　　最新の情報は、お近くの総務省行政相談センター「きくみみ」（裏表紙）にお問い合わせください。

一日合同行政相談所（愛知県名古屋市）

　毎年10月の行政相談週間を中心に、国の行政機関
（法務局や労働局等）、都道府県、市（区）町村などの職
員が一堂に集まり、行政などへの苦情や意見、要望を
一か所で相談できる一日合同行政相談所を開設して
います。
　一日合同行政相談所の開設日時等については、最寄
りの総務省行政相談センター（裏表紙に記載）にお問
い合わせいただくか、下記ホームページでご確認くだ
さい。

行政相談週間

外国オンブズマンとの交流
　総務省の行政相談制度は、我が国の実情に即し
た公的なオンブズマンであると国際的に認識を得
ています。国際会議に出席し行政相談制度を世界
に発信することで、各国のオンブズマンとの交流活
動を進めています。
　また、行政相談制度に関心を持つベトナムやタイ
などの国 と々協力の覚書を締結し、代表団の相互訪
問、研修生の受け入れ等を行っています。

※オンブズマン制度とは、高い識見と権威を備えた者（オンブズマン）が、国民の行政に対する苦情を受け付け、
　中立的な立場からその原因を調査し、是正措置を勧告する制度。

尾身総務副大臣と
ベトナム国家監察省の訪日団一行

コラム

一か所でさまざまな相談ができます

総　合　行　政　相　談　所 設  置  場  所 電　話　番　号

（祝日を除く毎週月～金曜日開設）
暮らしの総合行政相談所
（毎月第１～第４水曜日開設)
暮らしの総合相談所
（年末年始を除く毎週金曜日開設)
くらし・行政相談コーナー
（年末年始を除く毎週月～土曜日開設）
くらし・行政相談コーナー
(店休日を除く毎日開設)
行政困りごとなんでも相談所

（祝日を除く原則毎週水曜日開設）
堺すいよう行政相談所
(店休日を除く毎日開設)
大阪総合行政相談所
（祝日・年末年始を除く毎日開設）
くらしの行政・法律相談所
（毎週木曜日開設）
かながわ総合行政相談所
（祝日を除く第2・第4金曜日開設）
浅草行政なんでも相談所
（祝日を除く第2・第4火曜日開設）
世田谷行政なんでも相談所
（店休日・年末年始を除く毎日開設）
東京総合行政相談所

（祝日を除く原則毎週火曜日開設）
（※ゆみ～る鎌取SCは、５月を除く奇数月
 第3火曜日開設、５月のみ第4火曜日開設）

緑区
（祝日を除く原則毎週水曜日開設）美浜区

暮らしの行政相談所
(祝日・店休日を除く毎週月～土曜日開設)
さいたま総合行政相談所
（店休日・年末年始を除く毎日開設)
行政困りごと相談所
（店休日・年末年始を除く毎日開設)
札幌総合行政相談所

〒900-8799 那覇市壷川3丁目3番8号
那覇中央郵便局1階ロビー
〒860-8554 熊本市中央区手取本町8番9号 テトリアくまもと内
くまもと県民交流館 パレア
〒802-8511 北九州市小倉北区船場町1番1号
小倉井筒屋新館8階商品券売場奥　応接室
〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目11番3号
ソラリアステージ6階 西鉄ホール ホワイエ内
〒730-8501 広島市中区基町6番27号
そごう広島店本館9階
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262
ウィングス京都2階(1・2会議室またはセミナー室）
〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52
京都髙島屋 屋上階 特設会場
〒590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地 
髙島屋堺店6階
〒542-8501 大阪市中央区心斎橋筋１丁目７番１号
大丸　心斎橋店南館8階
〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目23番18号
ニューサカエビル9階
〒234-0054 横浜市港南区港南台3丁目3番1号
港南台214ビル3階
〒111-8621 東京都台東区西浅草3丁目25番16号
台東区生涯学習センター1階
〒154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目1番1号
世田谷郵便局1階
〒171-8569 東京都豊島区南池袋1丁目28番1号
西武池袋本店7階

〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番2号
緑区鎌取コミュニティセンター

ゆみ～る鎌取ショッピングセンター（※）

〒261-0004 千葉市美浜区高洲3丁目12番1号

〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番１号
※詳しい開設日は、上記センター
へお問い合わせください。

美浜区高洲コミュニティセンター
〒336-0022 さいたま市南区白幡5丁目19番19号
武蔵浦和駅南ビル マーレＡ館2階
〒980-8652 仙台市青葉区一番町3丁目4番1号
藤崎一番町館6階
〒060-0061 札幌市中央区南1条西2丁目
丸井今井札幌本店一条館9階

098（836）4910 （直通）

096(324)1662　
問合せ： 熊本行政評価事務所

093(531)6710 (直通)

092(781)7830 (直通)

082(223)6030 （直通）

075(802)1100 

問合せ： 
京都行政監視行政相談センター

06(6941)8358
問合せ： 近畿管区行政評価局 

06(6241)5111 (直通)

052（961）4522 （直通)

045(681)1100
問合せ： 神奈川行政評価事務所

03(3363)1100　
問合せ： 東京行政評価事務所

03(3987)0229 (直通)

043(244)1100　

問合せ： 
千葉行政監視行政相談センター

048(839)8150 （直通）

022(263)6201 (直通)

011(241)2340 (直通)

（毎月第３金曜日開設）ウィングス京都
（毎月第1火曜日開設）京都髙島屋

京都総合行政相談所
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