
  
 

行政相談週間 が始まります！ 

令和 4 年 10 月 17 日(月)から 23 日(日)まで 
 

総務省では、行政相談制度について、広く国民の理解と認識を深めるとともに、そ

の利用の促進を図るため、毎年 10月に「行政相談週間」を設け、全国一斉に各種行

事を実施することとしています。 

今年度は、10 月 17 日（月）から 23 日（日）までを「行政相談週間」と定め、こ

の週間を中心に行政相談センターきくみみ函館の管内において、以下の行事を実施

する予定です。 

 

１ 一日合同行政相談所 

きくみみ函館では、下記のとおり一日合同行政相談所を開設します。 

当日は、行政相談のほか、弁護士による法律相談などをご利用いただけます。 

ご相談は無料で、秘密は厳守します（事前予約制）。 

 

 ： 日 時 10月 13日（木）10時 30分から 15時 30分（最終受付）まで 

 場 所： テーオーデパート 4階特設会場（函館市梁川町 10-25） 

 参加機関等： 函館地方法務局、函館財務事務所、函館開発建設部、函館年金事務

所、渡島総合振興局、北海道警察函館方面本部、函館市、函館弁護

士会、北海道税理士会、函館司法書士会、北海道行政書士会、函館

人権擁護委員協議会、行政相談センターきくみみ函館 

        （注）1 参加機関は予定であり、変更となる場合があります。 

  2 緊急事態宣言が発令中の場合などは中止となることがありますので、詳し

くは、きくみみ函館（電話：0138-23-0909）までご連絡ください。 

         

 

 予 約 方 法： 

  １．きくみみ函館（電話：０１３８－２３－０９０９）まで、お名前、連絡先、

相談内容、希望時間帯をお知らせください。 

２．予約の受付は、10月 6日（木）から 7日（金）までの平日 8時 30分から 17

時までです。 

３．先着順のため、予約状況によってはご希望に添えない可能性がございます。 

４．予約がない場合、ご相談をお受けできませんので、ご了承ください。 

  

  

  



２ 行政相談委員による行政相談所 

総務大臣から委嘱された行政相談委員（注 1）が、行政相談週間を中心として、管内

各市町村で行政相談所を開催します。 

（注）1 行政相談委員とは、皆様の身近な相談相手として活動する民間ボランティアです。各市町村に 1

名以上配置されています。 

  2 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開設日時等が変更又は中止となる場合があります。

（開催予定等については、きくみみ函館（電話：0138-23-0909）までご連絡ください。） 

  3 令和 4年 9月 30日現在の開設予定を掲載しています。 

 

 

 
（令和 4年 9月 30日時点） 

市町村名 委員名 
行政相談所の開設予定 

日時 場所 

函館市 
冨田 純子 11月8日（火）10:30～12:00 立正佼正会函館教会 

木下 惠徳 10月24日（月）13:30～15:00 妙顕寺 

北斗市 

池田 則子 

楠美 元孝 

小野 修 

10月23日(日)10:00から12:00 農業振興センター 

七飯町 
片山 正史 

瀬戸 秀幸 

10月18日(火)10:00から12:00 七飯町文化センター 

10月19日(水)10:00から12:00 七飯町大中山コモン 

10月20日(木)10:00から12:00 七飯町大沼多目的会館 

鹿部町 松川 猛 10月19日(水)13:30から15:30 鹿部中央公民館 

福島町 岡 観要 

10月18日(火)13:00から15:00 吉岡総合センター 

10月19日(水)13:00から15:00 福島町役場 

知内町 小田島 伸二 

10月17日(月)13:30から15:00

10月21日(金)13:30から15:00

 

知内町役場 

 

木古内町 佐藤 裕史 

10月18日(火)13:00から15:00 産業会館1F相談室 

10月19日(水)10:00から12:00 札苅みらい館 

10月19日(水)13:00から15:00 泉沢生活改善センター 

10月19日(水)15:00から17:00 釜谷ゆうなぎ館 



市町村名 委員名 
行政相談所の開設予定 

日時 場所 

森町 

山田 俊明 

10月17日(月)9:00から12:00 

10月19日(水)9:00から12:00 

10月21日(金)9:00から12:00 

10月24日(月)9:00から12:00 

森町役場相談室 

新谷 春勝 10月22日(土)10:00から11:30 
道の駅「つど～るプラザ」2F

会議室 

八雲町 

牧 茂樹 

10月21日(金)10:00から11:30 熊石総合支所 

10月21日(金)13:30から15:00 熊石総合センター 

青沼 千鶴 
10月17日(月)から21日(金) 

13:00から18:00 

司法書士・行政書士やまびこ

事務所（予約制） 

長万部町 山中 克子 

10月11日(火)10:00から11:30 中の沢振興会館 

10月11日(火)13:30から15:00 国縫振興会館 

10月12日(水)10:00から11:30 双葉振興会館 

10月12日(水)13:30から15:00 静狩振興会館 

10月13日(木)13:00から15:00 長万部町役場2階小会議室 

江差町 折戸 幸博 10月19日(水)13:00から15:00 江差町役場会議室 

上ノ国町 明上 廣男 10月17日(月)13:00から15:00 上ノ国町役場研（2階会議室） 

厚沢部町 替地 薫 

厚沢部町高齢者事業団事務
10月21日(金)9:00から12:00 

所(（旧）赤沼寿の家) 

10月21日(金)13:00から15:00 鶉町鶉地区研修センター 

10月21日(金)15:00から17:00 館町館地域振興センター 

乙部町 今井 琴音 
乙部町生きがい交流センタ

10月17日(月)13:00から15:00 
ー 

奥尻町 松川 治樹 10月18日(火)13:00から15:00 奥尻町海洋研修センター 



市町村名 委員名 
行政相談所の開設予定 

日時 場所 

奥尻町 松川 治樹 10月18日(火)15:30から17:00 奥尻町役場青苗支所 

せたな町 

朝倉 満 10月20日(木)14:00から16:00 せたな町役場大成支所 

森 奈津美 

10月12日(水)10:00から12:00 せたな町民ふれあいプラザ 

瀬棚総合福祉センターやす
10月12日(水)13:00から15:00 

らぎ館 

今金町 大倉 紀子 10月11日(火)13:30から15:00 今金町町民センター 

島牧村 右近 達雄 
島牧村ふれあい交流センタ

10月17日(月)9:00から11:00 
ーおあしす 

寿都町 成田 幸隆 10月19日(水)13:30から15:30 寿都町総合文化センター 

黒松内町コミュニティ防災
黒松内町 津田 利幸 10月19日(水)10:00から12:00 

センター 

蘭越町 髙橋 幸雄 10月22日(土)10:00から12:00 蘭越町ふれあいプラザ２１ 

ニセコ町 鹿内 英二 10月18日(火)10:00から12:00 ニセコ町民センター 

真狩村保健福祉センター会
真狩村 遠藤 美也子 10月20日(水)10:00から12:00 

議室 

留寿都村 和田 幸弘 10月21日(金)13:30から15:30 留寿都村公民館第2会議室 

喜茂別町 今川 誠悦 10月22日(土)10:00から12:00 きもべつ笑み～な 小会議室 

倶知安町 加藤 修 10月15日(土)13:30から16:00 倶知安町文化福祉センター 

岩内町 
久市 ひとみ 10月11日(火)14:00から16:00 岩内地方文化センター 

上元 周馬 10月11日(火)14:00から16:00 老人福祉センター 

泊村 高橋 巖一 10月18日(火)13:00から16:00 泊村公民館 

神恵内村 佐藤 敏昭 10月12日(水)9:00から12:00 神恵内村漁村センター 

積丹町 郷六 憲子 10月20日(木)9:00から12:00 積丹町総合文化センター 

古平町 大石 英晋 10月19日(水)14:00から16:00 かなえーる 2F和室 



市町村名 委員名 
行政相談所の開設予定 

日時 場所 

古平町 大石 英晋 10月20日(木)14:00から16:00 かなえーる 2F和室 

仁木町 新藤 昇 

仁木町大江コミュニティセ
10月21日(金)10:00から12:00 

ンター 

10月21日(金)14:00から16:00 仁木町町民センター 

余市町 
平岩 聖司 

松原 千鶴子 
10月20日(木)13:00から15:00 中央公民館2F会議室 

赤井川村 伊藤 幸夫 
赤井川コミュニティセンタ

10月18日(火)9:30から12:00 
ー 

  




