






【資料３】

令和4年9月28日現在
市町村 行政相談委員 活動内容 開設・開設日時 開設・開設場所

 一日合同行政相談所 10/25（火）13時30分～15時30分 山形市役所11階大会議室

 定例行政相談所 10/25（火）10時～12時 山形市役所市民相談室

10/3（月）～10/31（月） 西山形コミュニティセンター

10/3（月）～10/31（月） 南沼原コミュニティセンター

10/14（金）～10/31（月） 南山形コミュニティセンター

10/15（土）～10/23（日） 江南公民館

11/1（火）～11/30（水） 西部公民館

11/1（火）～11/30（水） 本沢コミュニティセンター

 行政相談懇談会 10/27（木）13時30分～15時 西山形コミュニティセンター

 定例行政相談所 10/20（木）13時30分～15時30分
寒河江市ハートフルセンター
301会議室

10/17（月）13時30分～15時30分 南部地区公民館会議室

10/19（水）13時30分～15時30分
柴橋地区コミュニティセンター
講義室

10/22（土）13時30分～15時30分 老人福祉センター図書室（和室）

10/23（日）13時30分～15時30分 フローラＳＡＧＡＥ401会議室

 特設行政相談所
（市ふれあい相談員と合同開設）

10/13（木）9時～15時 上山市役所市民相談室

 行政相談改善事例パネル展 9/13（火）～10/31（月） 上山市役所市民相談室前

 出前教室 11/16(水）13時35分～14時20分 上山市立宮川小学校

 定例行政相談所 10/13（木）13時～15時 村山市農村環境改善センター

 行政相談改善事例パネル展 10/18（火）10時～10/21（金）15時 村山市甑葉プラザ

10/18（火）10時～15時 長岡公民館

10/19（水）10時～15時 成生公民館

10/3（月)10時～10/19（水）15時 成生公民館

10/4（火）10時～10/18（火）15時 長岡公民館

10/3（月）～10/31（月） 天童市役所庁舎内

 定例行政相談所 11/17（木）13時～15時
東根市役所会議室又はさくらんぼ
タントクルセンター

 行政相談改善事例パネル展 11/1（火）～31日（水） 東根市各地区公民館

尾花沢市
  鈴木 公子
大髙 正史

 定例行政相談所 10/19（水）10時～15時
尾花沢市老人福祉センター「東光
館」

山辺町 長谷川 吉則  定例行政相談所 11/17（木）10時～12時 山辺町役場

 定例行政相談所 10/12（水）10時～12時 中山町中央公民館

 特設行政相談所
（民生児童委員、人権擁護委員等

と合同開設）
10/26（水）13時～16時 中山町中央公民館研修室

 行政相談改善事例パネル展 10/5（水）10時～10/11（火）17時 中山町立図書館ほんわ館

 定例行政相談所 10/26（水）13時30分～16時 河北町総合福祉センター

10/13（木）13時30分～16時 溝延研修センター

10/14（金）13時30分～16時 北谷地構造改善センター

10/20（木）13時30分～16時 西里農村環境改善センター

 定例行政相談所 10/11（火）13時～15時 西川町老人福祉センター

 行政相談改善事例パネル展 10/17（月）～10/23（日） 西川町西川交流センターあいべ

 定例行政相談所
（人権擁護委員と合同開設）

10/20（木）13時～15時 朝日町開発センター相談室

 行政相談改善事例パネル展
10/17（月）8時30分

～10/24（月）17時20分
朝日町開発センター

 定例行政相談所 10/5（水）10時～12時 大江町役場102会議室

 特設行政相談所 10/21（金）13時～15時 柳川温泉

 行政相談改善事例パネル展 10/21（金）13時～10/27（木）13時 柳川温泉

 定例行政相談所 10/12（水）13時30分～16時

 行政相談改善事例パネル展 10/11（火）13時30分～10/31（月）15時

天童市
  矢萩 美惠子
  佐野 啓子

中山町 黒沼 裕一

東根市

大石田町町民交流センター
虹のプラザ

行政相談週間を中心とした行政相談委員による行政相談所の開設等

山形市

今井 義憲
金澤 和子
岩城 慎二
西村 文男
安達 典子
金沢 祐子
髙橋 等

今野 要一
池田 昌子

 巡回行政相談所
寒河江市

河北町

村山市

 行政相談改善事例パネル展

 行政相談改善事例パネル展

青柳 仁
山田 しのぶ

西川町 大泉 賴成

朝日町

上山市
  鑓水 健
  吉村 元

 巡回行政相談所

布川 雄二
奥山 千鶴子

村上 克男
水上 由美子

 巡回行政相談所

柴田 智子

大石田町 海藤 仁

大江町 佐竹 恵子



市町村 行政相談委員 活動内容 開設・開設日時 開設・開設場所

 定例行政相談所 10/19（水）13時30分～16時 米沢市役所相談室1

 巡回行政相談所 10/20（木）13時30分～16時 広幡コミュニティセンター

 特設行政相談所
  11/9（水）・11/10（木）
13時30分～16時

米沢市役所相談室1

 行政相談改善事例パネル展 11/7（月）13時30分～11/11（金）12時 米沢市役所ホール

 定例行政相談所 10/13（木）10時～12時 長井市市民相談センター

 巡回行政相談所 10/20（木）13時～15時 長井市役所庁議室

 定例行政相談所 10/21（金）13時～15時 南陽市役所市民相談室

 行政相談改善事例パネル展 11/15（火）13時30分～11/18（金）15時 南陽市役所

 定例行政相談所 10/12（水）10時～12時 高畠町老人福祉センター

 行政相談改善事例パネル展 10/18（火）9時～10/23（月）19時 高畠町立図書館

 定例行政相談所
（民生･児童委員と合同開設）

10/19（水）13時30分～15時30分 川西町健康福祉センター会議室

 行政相談改善事例パネル展 10/17（月）～10/21（金）
川西町役場、診療所、フレンドリー
プラザ館

 巡回行政相談所 10/21（金）13時～15時
小国町ショッピングセンター
「アスモ」

 行政相談改善事例パネル展 10/21（金）13時～15時
小国町ショッピングセンター
「アスモ」

 定例行政相談所 10/26（水）13時30分～15時30分 白鷹町中央公民館会議室Ａ

 行政相談懇談会 10/28（金）9時30分～11時30分 十王地区コミュニティセンター

 行政相談改善事例パネル展 10/14（金）8時30分～25（火）22時 町民総合センター

 定例行政相談所 11/18（金）13時～15時 飯豊町町民総合センター「あ～す」

 巡回行政相談所 10/20（木）10時～15時30分 新庄駅ゆめりあ 花と緑の交流広場

 行政相談改善事例パネル展 10/20（木）10時～17時30分 新庄駅ゆめりあ 花と緑の交流広場

 定例行政相談所 10/7（金）9時30分～11時 金山町農村環境改善センター和室

 特設行政相談所 10/9（日）10時～11時30分 グリーンバレー神室

10/9（日）10時～11時30分 グリーンバレー神室

  10/11（火）～10/17（月） 金山町農村環境改善センター

10/17（月）～10/25（火） 金山町役場

最上町 浅井 真
 定例行政相談所
（人権擁護委員・ふれあい相談員と
合同開設）

11/7（月）13時30分～15時 最上町高齢者総合福祉センター

舟形町 伊藤 宏  特設行政相談所 10/25（火）13時30分～15時30分 老人いこいの家「清流荘」（和室）

真室川町 髙橋 秀一
 特設行政相談所
（人権擁護委員と合同開設）

10/20（木）10時～12時 真室川町中央公民館

大蔵村 今野 邦代  定例行政相談所 10/18（火）10時～12時 大蔵村中央公民館

鮭川村 髙嶋 均  定例行政相談所 10/19（水）9時～11時 鮭川村相談室1

戸沢村 荒川 喜一  定例行政相談所 11/17（木）9時30分～11時30分 戸沢村役場住民相談室

 行政相談改善事例パネル展 9/28（水）～10/5（水） 鶴岡市役所1階ロビー

 一日合同行政相談所 10/5（水）13時30分～15時30分 鶴岡市役所6階大会議室

 定例行政相談所 10/11（火）14時～16時 鶴岡市役所

 定例行政相談所 10/18（火）13時30分～15時30分 朝日中央コミュニティセンター

 巡回行政相談所 10/20（木）13時30分～15時30分 大網地区地域交流センター

澤川 宏一  特設行政相談所 10/20（木）18時～20時 櫛引生涯学習センター

 定例行政相談所 10/27（木）13時～15時 鶴岡市温海ふれあいセンター

 行政相談改善事例パネル展 10/1（土）9時～12時 鶴岡市温海ふれあいセンター

 定例行政相談所 10/18（火）13時30分～15時30分 鶴岡市羽黒庁舎会議室

 行政相談改善事例パネル展 10/17（月）9時～10/18（火）17時 鶴岡市羽黒庁舎ロビー

 定例行政相談所 10/28（金）13時～15時 鶴岡市藤島ふれあいセンター

 行政相談改善事例パネル展 10/18（火）9時～10/21（金）14時 鶴岡市藤島ふれあいセンター

渡部 芳勝

池田 勝美

鶴岡市

升川 繁敏
阿部 美惠子

金山町 川崎 惠佐夫

川西町
平 善昭
山口 由紀子

白鷹町
田中 惠治
大村 奈保子

小国町 林 公子

高畠町
黒田 雅幸
髙梨 麗子

新庄市
髙倉 良子
須田 泰博

南陽市
丸山 啓一
小関 京子

飯豊町 伊藤 毅

 行政相談改善事例パネル展

本間 さなえ

丸山 壽身

夛田 美佐雄
栗原 珠美

長井市
菅野 昭浩
勝見 裕子

米沢市



市町村 行政相談委員 活動内容 開設・開設日時 開設・開設場所

 定例行政相談所
10/4（火）、10/18（火）

   13時30分～15時
酒田市役所2階市民相談室

 巡回行政相談所 10/19（水）13時30分～15時 東平田コミュニティ防災センター

 定例行政相談所
（人権擁護委員と合同開設）

10/19（水）13時30分～15時 酒田市松山健康福祉センター

 行政相談改善事例パネル展 10/17（月）14時～10/19（水）15時
酒田市松山健康福祉センター
中央通路掲示板

 定例行政相談所
（人権擁護委員と合同開設）

10/11（火）10時～15時 酒田市ひらたタウンセンター

 行政相談改善事例パネル展
10/3（月）8時30分

～10/11（火）17時15分
酒田市ひらたタウンセンター

 定例行政相談所
（人権擁護委員と合同開設）

10/11（火）13時30分～15時
酒田市八幡タウンセンター
内観音寺コミセン会議室

 行政相談改善事例パネル展 10/17（月）11時～10/21日（金）16時 酒田市八幡タウンセンター

池田 博史  定例行政相談所 12/7（水）13時30分～15時
庄内町狩川まちづくりセンター
いこいの部屋

水尾 理恵  定例行政相談所 10/5（水）13時30分～15時
庄内町余目第四まちづくりセンター
集会室

 定例行政相談所 12/6（火）13時30分～15時30分 三川町社会福祉センター

 行政相談改善事例パネル展 11/3（木）9時～11/6（日）15時 三川町町民体育館

 定例行政相談所 10/19（水）13時～16時 遊佐町役場第2会議室

 行政相談改善事例パネル展 10/29（土）9時～10/30（日）12時 蕨岡まちづくりセンター

(注)１ 行政相談委員は、上記のほか、県内各地区で行政相談制度の広報活動を実施しています。
  ２ 行政相談所等の詳細について不明な場合は、担当市町村又は山形行政監視行政相談センター（℡：023－632－3113）

までお問い合わせください。

庄内町

遊佐町

五十嵐 順子
渡部 幸一

三川町 大川 栄一

髙橋 みお子

菅原 三康
佐藤 正子

羽根田 篤

酒田市

小松 睦


