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東京行政相談委員協議会理事会（令和４年度第４回）議事要旨（案） 

 

 

日 時：令和４年１１月１６日（水）１５時１５分～１６時４５分 

場 所：東京都議会議事堂２階 第２会議室（新宿区西新宿２－８－１） 

出席者：会  長 南   靖武 

副会長  荒井 正雄・坂 通代 

会  計  加藤 裕子・村野 明 

部会長 （総務担当）守屋 俊明 

（事業担当）光岡 明子 

（研修担当）砂川 久子 

            （広報担当）本城 武 

委員長 （ホームページ担当）橋本 洽祚 

（総務部会）平賀 孝男・板橋 英之・長﨑 高子・近本 明 

    （事業部会）岡部 佳子 

    （研修部会）眞下 晶弘・吉澤 章夫・築地 明（Zoom） 

    （広報部会）小島 和子・石川 光彦 

    （厚生部会）佐藤 英夫・三橋 正行・前田 芳徳 

    （ホームページ委員会）太田 信一・堀内 俊宏・稲垣 政彦 

   

顧問：東京行政評価事務所長 飯塚 雅夫 

事務所：松田 綱児・原田 基紀・古橋 麻子・諏訪 祥大・永島 幸子 

 

議題： 

(1) 東京行政評価事務所からの報告・連絡事項について 

(2) 各部会等の取組みについて 

 (3) 各支部の活動について 

(4) 令和４年度全相協第３回理事会の結果並びに令和４年度関東広相協研究会の結果

について 

(5) その他 

 

配付資料 

資料1-1① 令和４年度の主な行政相談関係業務予定表 

② 令和４年度一日合相、特設等の開催予定・実績 

   11月30日 一日合同相談所(武蔵村山)チラシ 

 ③ 広報活動等の実施状況 

1-2 ① オンライン相談及びメール相談への対応について 

      ② 行政相談委員オフィシャルウェブサイトについて 

1-3  身元保証等高齢者サポート事業アンケートについて 

1-4  最近のメルマガ配信状況（第 27号9/26日配信～最新号まで） 
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1-5   その他（旧統一教会相談、インボイス） 

 資料 2-1  各部会等の取組みについて 

     2-2  災害時、要支援者の避難等に関するアンケート 結果概要（研修部会） 

   2-3  むさし№75目次案（広報部会） 

    2-4  ホームページ紹介（ホームページ委員会） 

資料 3 令和４年度第２部研修及び関東広相協研究会の概要 

 ９月理事会議事要旨案 

 

議事録作成：総務部会 

司会：総務部会長 守屋 俊明 

定足数の確認   

理事総数：３６名  出席理事：２６名   

 出席理事は過半数に達しており、会議は有効に成立。 

議事録署名人：第３支部 小島 和子・第１３支部 築地 明 

 

 

【議 事】 

開会宣告 

 

南会長挨拶 

本日はお忙しいなかお集まりいただき、ありがとうございます。新型コロナに翻弄さ

れるうちに１年があっという間に過ぎ、今年最後の理事会となりました。 

振り返りますと、会議につきましては、オンラインを活用して出来る限り皆様方が参

加できるようになりました。今日の会議も第１３支部の築地さんには Zoomで参加いただ

いております。皆様方に対する理事会の案内についても、極力、メールでご案内すると

いう形になっております。Zoom画面を映すモニターも会場に設置しておりますので、会

議に直接来られなくても Zoomなどによって参加いただければと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 さて、コロナに負けずに皆様方には積極的に活動を行っていただき、特に各部会にお

いては、コロナに関係なく、地相協としてやるべきことをやるという固い決意で、さま

ざまな活動に取り組んでいただき、着実に成果を上げております。それらにつきまして

は、後ほど各部会長、委員長からご報告申し上げます。それらについて忌憚のないご意

見等を頂戴できればと思います。今日は限られた時間でございますが、できるだけ実り

のある会議になるよう進めてまいりたいと思います。 

なお、最後に、いつも島嶼部の皆さんは、交通機関の関係でこちらに出てくるのが大

変だということですが、今日は第 14支部の支部長、新島村の前田さんに出席いただいて

おります。前田さんは、前回の会議ではタブレットで参加いただきましたが、今日は出

席いただいています。後ほど各支部の活動状況報告の際に、前田さんからは島の状況等

についてもお聞きできればと思っております。 
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飯塚顧問あいさつ 

皆様、こんにちは。前回の理事会は９月でございましたが、その際にはブロック会議

は、あと１支部を残すのみというお話をさせていただきました。お陰様で全 14支部にお

いてブロック会議を滞りなく開催させていただきました。改めて御礼を申し上げたいと

思います。関係する区市町村の方々をはじめ、皆様にご協力を賜ったこと、本当に感謝

申し上げます。ブロック会議におきましては、意見交換の場を設ける時間もいただきま

した。東京事務所としましても、３年ぶり、久々の対面での会議でしたが、役所の方々

とも忌憚なく意見交換ができたということで、行政相談員制度を広げていくためには役

所の方々の協力があってのことだと改めて感じた次第でございます。本当に御礼を申し

上げたいと思います。 

そのブロック会議の経緯を踏まえて、10 月、総務省の行政相談週間がございました。

相談週間を中心として、委員の皆様には各地においてさまざまな計画を企画をいただき、

また、実施いただいております。また、年末、年度末にかけても色々な行事を予定して

いただいておりますことに、心より感謝を申し上げたいと思います。 

東京地相協のホームページもリニューアルされ、南会長の挨拶も掲載されました。「都

民と行政との信頼の架け橋」と言う言葉、メッセージが発せられています。まさに皆様

の活動によって、都民の皆様との信頼の架け橋が少しずつ広がっていくのではないかと

思っております。職員一同、引き続き全力で支えさせていただきたいと思います。 

会長から Zoomのお話もございましたが、田園都市構想ということで、政府においても

デジタル化を進めていこうということでやっているところでございます。東京地相協に

おけるホームページ委員会をはじめとした部会や理事会での Zoom の活用が非常に進め

られていること頭が下がる思いでございます。総務省からもタブレットの配布というこ

とで、理事会でも状況をお話させていただきながら進めてまいりましたが、事務所に配

備があった 14台全てを貸与させていただいて、オンラインの相談等、今後、活用を進め

ていければと思っておりますので、引き続きお願い申し上げます。 

各部会、委員会とも、非常に精力的な活動をいただいていることには、本当に頭が下

がる思いでございます。事務所としましても、この活動が私を含め自慢になっておりま

して、他の地域に対しても特色あるポイントとなっております。コロナの感染状況はま

さに１万人を超える状況で、また次の波がくるという声が届いておりますけれども、感

染状況に十分に留意しながら引き続き、職員一同、委員の活動が少しずつ前に進んでい

きますよう、お支えをしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

議題１ 東京行政評価事務所からの報告・連絡事項について 

飯塚顧問 

50ページ程度の資料なので、見ていただきたいポイント、ご議論いただきたいところ

を強調してお話をしたいと思います。 

１ページ目は、年間の予定で、残りひと月ということになってきております。 

２ページ目以降は、行政相談週間中の予定と実績でございまして、２ページ目は今後

予定されているものです。土日を含めて予定を組んでいただいておりまして、本当に感
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謝申し上げます。 

３ページから６ページまでが開催実績です。新宿の一日合同相談所も東京地相協との

共催でございましたが、ご協力いただきまして感謝申し上げます。ブロック会議は、先

ほど申し上げましたとおりに開催いただいておりまして、４ページ以降、６ページまで

が実績です。うち、特設相談所は約 60か所で開いていただいており、国民の皆様への制

度の周知に相当、寄与しているのではないかと思っております。５ページ下の出前教室

（講座）。６ページの行政相談懇談会、自主研修会。今後年末に向けてさまざまな取組も

ございますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

７ページから 10ページは実績の模様を写真で掲載させていただいております。支部の

取組の様子は地相協ＨＰにも掲載されておりますところ、楽しみに拝見させていただい

ております。 

11 ページは、11 月 30 日、武蔵村山市の協力を得て、一日合同相談所を開催する予定

としております。昨日から、資料にあるチラシを当該地域の新聞折り込みで配布させて

いただいておりまして、予約制で開催させていただきたいと思っております。 

13ページから少し強調して説明をしたいと思います。東京地相協として、総務省にお

いて、認知度問題を議論していますし、関心を持っていただいています。総務省、しっ

かりしろよという声も届いています。今回の行政相談週間を中心とした各種行事におい

て広報活動等を熱心にやっていただいているところですが、少し振り返ってみて、どう

いった活動をそれぞれの主体が行っているか、工夫してやっているかというのを整理し

たものでございます。 

まず事務所ですが、一日合同相談所については、事務所のホームページもそうですが、

東京地相協のホームページでも掲載したり、庁舎の掲示板にチラシを掲示したり、本省

と連携して行政相談ツイッター（実はあまり知られていないのですが、あるのですね）、

こういったところでも周知を図ったりしました。そして、これまでの理事会において、

総務省としても、もう少し働きかけをすべきではないかという声がありましたところ、

前回も少しお話したかと思いますが、東京都の市長会に一度訪問しておりまして、来年

の２月３日、節分の日でございますが、10分程時間をいただけるということで、副市長

（東京は 26市）が集まる場に出席して、行政相談・委員制度をＰＲしたいと思っており

ます。 

そして明日、私と担当課長で八丈島町にお邪魔させていただきます。八丈島町は１名

欠員になっておりまして、広報活動、新しい委員の委嘱依頼も兼ねてお願いに行ってま

いりたいと思っております。 

次に地相協では、ご案内のとおりホームページにおいてＰＲもいただいているところ

でございます。 

14 ページ。区市町村では、ポスターの二次利用といいますか、一定の手続きを経て、

ポスターをホームページに掲載いただいております。また、パネル展などいろいろな活

動を展開していただいております。行政相談の改善事例の掲載や、行政相談ボックスを

設置して、苦情を承るということを実施していただいている地域もあります。 

併せて、大臣のメッセージの話をこれまでずっとさせていただいておりますが、行政

の職員が行政相談委員制度を知らないという問題です。このため、ブロック会議におい



5 
 

ても、区市町村の方々と広報活動の方法について強調しながら意見交換させていただき

ました。その結果の現れでもあると思っているのですが、区市町村の中には、職員向け

にＰＲをしていただいているところもあります。後ほど、そのサンプルを紹介したいと

思います。 

そして、委員の皆様も、毎年のことではありますが、ＦＭ放送を使ってのＰＲをして

いただいております。ここには書いておりませんが、アンケートを用意して声かけをし

ながら行政相談をＰＲしていただいたところがあったということを、共有させていただ

ければと思います。 

15ページからサンプルを見ていただきたいと思います。東京一日合同相談所では、相

談所においてアンケートを取ってみました。その結果、一番下の「役に立った」という

声もたくさんいただくことができたこと、これは効果の一つの現れと思っております。

実際に具体にどこまで改善できるかということはありますが、「役に立った」ということ

は一つのＰＲにつながる機会につながっているのではないかと思っております。 

16ページ。これは世田谷区の例ですが、職員向けに、「行政相談委員制度を知っていま

すか」と投げかけをしており、職員への周知につながっていくものと思います。今日、

島嶼部からご出席の新島村でも同じように、広報チラシで「ご存知ですか？行政相談委

員」のＰＲをされていると承知しております。また、豊島区では「かわら版」として、た

くさんの紙面を使ってＰＲしていただいております。 

19ページ。特設行政相談所を開いた中で、アンケートを使っている地域がたくさんあ

ったかと思います。委員から声かけをすることによって、住民からの声を拾う。定例相

談所では受け身になりがちですが、声をかけていくと取組は一定の効果につながってい

くのではないかと受け止めております。一つ効果的な例として、20・21ページ、中野区

では、パネル展を毎年やっていただいているわけですが、最近行われた特設相談の中で、

区の方が中心になってアンケートを展開していただいて、整理も区の方に行っていただ

いたわけですが、21ページの質問２、「制度を知っていますか」の問いに、「知っている」

が 26 名中９名いました。単純計算しますと約 35％で、政府の調査の 13.8％と比較しま

すと、高い率の人数になっておりますので、こういったアプローチ型の地道なＰＲ活動

が有効ではないかなというふうに思っているところです。  

22ページ。国立クイズラリーの紹介です。他の地域でもスタンプラリーのような形で

工夫いただいております。必ず、行政相談につながる（立ち寄る）ような仕掛けになっ

ている。こういった形でＰＲする方法があることも勉強させていただいているところで

す。 

23ページからがオンラインの話です。14台委員向けタブレットを貸与させていただい

ております。オンラインやメール相談の対応等に活用いただく予定です。時間の関係上、

割愛させていただきます。 

24 ページからがオフィシャルウェブサイトについてで、25 ページに東京のメール相

談、オンライン相談の対応ができますという担当地区を掲載しています。 

29ページ。オフィシャルウェブサイトの最初の画面に、委員の活動状況を知らせるペ

ージがありますが、東京からは南会長のメッセージを発信していただいており、下の方

に東京地相協のホームページなども紹介されていますので、共有させていただきます。 
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30ページ。身元保証のアンケートにご協力をいただきまして、今、鋭意、取りまとめ

中でございますが、そのアンケート結果のフィードバックとして書かせていただきまし

た。貴重な意見をいただき、本省ともタイムリーに連携をしておりますので、いい結果

になるよう事務所でもしっかり取りまとめをしていきたいと思っております。 

32ページ。メルマガでございます。委嘱委員は 244名。江戸川区の委員が最近亡くな

りまして今 244 名になっておりますが、140 名の方々にメルマガを受信していただいて

おります。デジタル化の一環としまして、少しでもこの受信状況も向上していけるよう、

皆様のご協力や連携を取っていただければ有難いと思います。メルマガはたくさんあり

ますので、１、２例だけ紹介します。35ページは中央研修会の模様で、北海道で行われ

まして、今日ご出席の坂副会長と眞下理事に参加いただいております。最後のページ 44

ページ。昨日発信されていますが、6 月 30 日の 60 周年記念式典の時の開式の辞を担当

した三浦前総務大臣政務官からの質問の模様です。前大臣はメッセージなどを首長宛に

送っているけれども、現大臣からはどうかという趣旨のものです。寺田大臣からは、メ

ールを送ることも含めて効果的な方法について、認知度問題に対応していくという前向

きの趣旨の答弁がありました。このように、総務省をあげて、認知度問題への対応を考

えているということをご報告したいと思います。 

45ページはご協力いただいております旧統一教会の問題への対応についてです。合同

相談所が閉ざされまして、現在は法テラスで相談を受けることになっています。全国の

状況を簡単に紹介しますと 244件の相談が総務省に寄せられているところです。 

最後に 46ページ以降ですが、事務所としましても国の制度改正の動きがあるような場

合は、早めに情報を共有させていただきます。一例ですが、インボイス制度が始まって

まいりますと、こういった相談も寄せられることもあろうかと思います。最近の動きと

して挙げさせていただきました。 

お時間をいただきまして恐縮ですが、事務所の説明は以上です。 

 

三橋理事 

今、所長さんからお話がありました参議院の行政監視委員会。昨日、拝見しました。

清水行政評価局長さんにお答えいただいたり、総務大臣のお話もあったり、キクーンか

ら引っ張り出して直に聞けたものですから。これは我々にとっても非常に力強いお話だ

なと意を強くしました。先ほど、所長さんがお話されたことに、もう少し色をつけて、

お伝えしたいなと思って発言をさせていただきました。 

 

南会長 ありがとうございます。 

飯塚所長 ありがとうございます。 

 

南会長 

この資料を見ますと、コロナの中でも各地域で特設相談所にしっかりと取り組んでい

ただきましたし、また出前教室も、今までは学校中心でしたが、多様な方を対象に実施

していただいております。これらの実績を踏まえながら、今後より一層、活動の充実に

努めていければとの思いをいたしました。所長どうもありがとうございました。 
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議題２ 各部会等の取組みについて 

南会長 

次の議題に移りたいと思います。「各部会等の取組みについて」。資料２－１です。事

務所のほうでコンパクトにまとめていただいておりますが、これに沿いながら、各部会

長、委員長から報告させていただきます。よろしくお願いします。  

 

守屋総務部会長 

資料に記載されているとおり、定期総会、部会長会及び理事会、監事会を開催しまし

た。残すは１月と３月、２回の会議開催を予定しています。 

次に、春のつどいです。９月の理事会において、春のつどいの開催を決定いたしまし

た。その際、開会時刻を 16時からとお話させていただきましたが、申し訳ございません、

会場の都合で 16 時でなく 15 時からに訂正していただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。総務部会としまして、春のつどいの運営について検討しているところで

す。また、当日の運営には、従来通り厚生部会と共同してあたってまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

南会長 

春のつどいは、会場の都合で 15時から開かせもらいたいということでございます。 

 

加藤会計 

２ページ目一番上に書かれておりますが、会費は会員の方のご協力を得まして、全員

からの納入を完了したことを、ご報告させていただきます。 

 

光岡事業部会長 

第１回は６月、第２回は９月と部会開催は順調に進んでおりまして、11 月５日には、

３年ぶりに日大法学部における「行政なんでも相談」を開催することができました。本

当にホッとしております。日大法学部の学生さん、ここに 25名と書いてありますが、30

名以上と当初言われて、急遽会場を少し広げていただきました。委員も 17名。我々事業

部会の委員だけではなく、会長、副会長２名に加えて、千代田区の委員２人も、その他

にも何人かお見えいただき、皆さまのご協力をいただいて開催することができてよかっ

たと思っております。 

内容としては、やはり行政相談委員の認知度がとても低い、そういう中で、特に若い

大学生の方たちに行政相談委員のお仕事を知っていただき、自分の街にも、それぞれの

故郷にも行政相談委員がいるということを知っていただけるのは、とてもいいＰＲにな

っていると考えております。こういう形で本当はもう少しいろいろな大学に広げていく

ことができるといいと思うのですけど、なかなか事業部会にそこまでの力はないのかな

とも思っております。今回一般の来場者の方１名が、区報を見たからといって、ご相談

にお見えいただいて、とてもありがたかったと思います。周知に本当に繋がっていく、
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こういう地道な活動を広げていくことが大事です。 

続いて 12月９日、大東文化大学の藤井先生のゼミの１時間をいただきまして出前講座

を毎年やっておりますけれど、とても周知活動・ＰＲ活動になると、ありがたいと思っ

ております。これから 11 月 25 日に事業部会を開催しまして、少しプログラムを詰めた

いと思います。日大もそうですが、大東文化大も事前の打ち合わせをさせていただくと

いうことを数年前から行い、それぞれの先生たち、あるいは学生さんたちがとても協力

的なので、ありがたく思っています。忙しい時間の中で組み立てがきちんと出来て、皆

様にご協力いただき、納得いただけるようなプログラムを組み立てることができて、本

当によかったなというふうに思っております。 

最終的には第４回、２月 13日の事業部会では、アンケートの続きで、どういう資料だ

ったらどれぐらい行政相談委員の皆様に役に立つのか、あるいは行政相談委員の皆様が

こんなにいっぱいある資料をどのように使いこなしていけばいいのか、そこのところを

部員の皆様と一緒に考えながら、一つの方向性を出せたらいいなと思っております。 

 

南会長 

日大の行政なんでも相談、あるいは大東文化大学の講座にしましても、すっかり定着

し、学生たちもしっかりとした意見を持って会場に来てくれました。これからも引き続

いて取り組んでいきたいと思いますし、ここに行き着くまでの事業部会の皆さんのご苦

労に心からの感謝を申し上げたいと思います。 

 

砂川研修部会長 

８月中旬に委員の皆様に「災害時、要支援者の避難等に関するアンケート」を事務所

と共催で行わせていただきました。アンケートのまとめは資料 2-2 にございますので、

これについて事務局の松田次長から説明していただきます。 

 

松田次長 

お手元に資料 2-2 としてアンケートの結果の概要を、裏表の２枚紙でお付けしており

ます。245名の方にアンケートを配りまして、195名の方からご回答いただきました。あ

りがとうございました。その計数の整理が以下にありますが、今回のメインの項目は災

害時に一人で避難できないような方々、高齢者であるとか障害者の方々、こういった方々

の対応のために名簿を作りましょうとか、個別の計画を作りましょうというのが、今、

国が進めている政策です。それがどの程度知られているか、あるいは進められている事

柄の内容についてどの程度見たことがあるか、というような質問でございました。 

ここにありますように、名簿について実際知っている方、見た事がある方は非常に限

られているという状況でございます。見た事があるという方は、ほとんどは民生委員と

してとか、あるいは町会・自治会の役員としてということで、具体的な実務に係るよう

な方々は、まあ知っているということですが、それ以外の方々は知ってはいるが、見た

ことはない。特に、その次の個別避難計画になりますと、これは作成自体がなかなか進

んでいないという状況もございますが、見た事があるという方は一割ぐらいという状況

でございました。 
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このページの一番下の方に記述式に回答いただいた方が 30 人以上いらっしゃいまし

て、主なことだけ書いてあります。実はここがかなり重要でございまして、具体的な現

地の事例であるとか、取組の仕方であるとか、それにまつわる課題と思っている事柄と

か、結構、皆さん色々書いてくださいました。 

２月の業務研究会では班別討議を予定しているのですが、その時のベースの資料にな

るのではないかと思っておりまして、今、分類整理、分析をしているところです。 

12 月 15 日に次の研修部会がございますが、そこで、アンケート結果としては確定し

た資料を作りまして、皆さん方に事前に見ていただいて業務研究会に臨んでいただくと

いう流れを想定しております。裏側には、それ以外に、日頃から防災に関してどんなこ

とをやっていますかというようなことを広く書いていただいております。 

一番上を見ていただきますと東京都が出しております「東京防災」という冊子ですが、

これは見た事があるという方が結構多かった。 

もう一つはアプリですけど、「東京防災アプリ」。これを使ったことがあるという方が

非常に少なかったです。使ったことがないという方の数がこれだけあるのですが、実は

ここでの問題はその下に書きました、無回答の方が七割ぐらいいらっしゃったのですね。

他のところは、だいたい知っているや知らないを足すと 100%近くなるのですが、アプリ

のことだけはちょっと回答できなかったという方が多くて、それだけ中身が知られてな

いということなのだろうと思います。こういうことも研修の対象、ネタになるのかなと

思っております。 

その他にも、皆さんが色々取り組んでいる事柄については業務研究会の時には資料化

して、素材にしていきたいと思っております。今回、簡単に裏表の２頁で整理し、状況

を知っていただくための資料として付けたということでございます。２月の業務研究会

の時にはもう少し充実した、先ほどの記述の回答のいろいろ詳しい中身も含めて、皆さ

んに見ていただいて、テーマにできるような環境を整えていきたいと思います。 

 

砂川研修部会長 

部会はコロナの関係もあり、Zoomをとり入れて会議をしてきております。行政相談委

員業務研究会の予定は、令和５年２月６日（月）13 時～16 時半、中野サンプラザです。

研修のテーマとしては、まだ決定はしていませんが、災害のときに行政相談委員として

何ができるか、要支援者避難支援を中心として、を考えております。基調講演もしてい

ただこうと思っておりますし、班別討議をして、皆さんのご意見、ご提案なども伺いた

いと思っております。ぜひ、２月６日には大勢参加していただけますよう、よろしくお

願いいたします。 

 

南会長 

業務研究会の概要については、1月の理事会では皆さんにご報告できますか。 

 

砂川研修部会長 はい。 

 

南会長  
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１月の理事会には、２月の業務研究会の開催の内容について皆さんにお知らせします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

ホームページ担当 太田理事 

私はホームページ委員会に所属しているのですが、６月 16日に、ホームページの見方

等勉強会を検討とあるようですが、これはどういう内容でしょうか。 

 

砂川研修部会長 

具体的には決まっておりません。まずホームページをみんなで見られるようにしよう

ということをテーマにしたらどうかと考えております。どういうふうにやっていくかと

いうことについては、来年度に引き継ぎたいと思います。 

 

南会長 

ホームページ委員会の皆様方からも、アイディアでもあれば、研修部会にお知らせく

ださい。研修部会では、そのような意見を元に検討いただけると思います。これは来年

の課題とし、その節にはよろしくお願いいたします。 

 

飯塚顧問 

今の件に関して、まだ事務所の中で検討している段階ですが、少し共有させていただ

きます。今、松田次長から説明したような資料についても、ホームページの中で共有で

きないかということを考えております。その際には概要だけではなく、皆様に参考にな

るような情報を組み込んでいけば、班別討議もできるかと。ホームページはデジタル化

の一環なので。ホームページの見方については来年度のテーマというのは会長のお話の

通りですが、もう少し実働する中で、親しんでいくチャンスを事務所としては作ってい

くことができればいいかなと思っております。考えている段階でございますが、また、

扱いの方は相談をしながら、と思っております。 

 

本城広報部会長 

４ページになります。「むさし」の編集状況ですが、皆様のご協力によりまして、原稿

は順調に提出されております。ありがとうございます。12月５日の第３回の部会から校

正作業に入ります。２月６日の業務研究会で皆様のお手元に届くようにしたいと考えて

おります。「むさし」の目次は、資料 2-3のとおり予定しており、ここでは抜けておりま

すが、大東文化大学の出前講座を載せることになります。 

 

南会長 

「むさし」の原稿については皆様のご協力に感謝申し上げます。２月に発行されるの

を楽しみにしたいと思います。 

 

坂厚生部会長 

コロナが収束しない中では、今年度の１泊レクは無理なので、日帰りレクを２回実施
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しようと進めてきました。 

１回目の皇居一般参観は、大勢の方に参加いただきました。部会では、こうやってリ

アルに人と会うということがやはり大切だったなということを実感いたしました。 

２回目は 12月 6日、そなエリア東京の防災体験学習ですが、こちらは今週金曜日が参

加申し込みの締め切りです。現在 35名の参加申し込みをいただいていますが、まだまだ

余裕があります。ぜひ参加していただきたいと思います。部会で下見に行っています。

もし何かことがあった時には、永田町から内閣総理大臣をヘリコプターで運んで、そち

らで全国のいろいろな災害時に指令を出す、オペレーションルームというのがあります。

そちらも窓からですが見られるので、災害があった時にこんな状況になるのだというの

を実感していただけるかと思います。 

あとは、部会では、10 年以上行政相談委員をされた方が退任される場合に記念品を差

し上げており、その選定は、今までの予算が３千円で、なかなか素敵なものをお贈りす

るのが厳しくなってきました。来年度は５千円にしていただいて、素敵なものを選んで

いただければと思っています。今、記念品の選定準備で入っていますので、もし受け取

っていただける方は楽しみにしていただければと思います。 

 

南会長 

第２回レクレーションの出欠確認締め切りが 12 月 18 日とありますが、これは 11 月

18日の間違いですので、訂正いただきたいと思います。各地域に防災協議会があります

が、防災協議会の方々はこの施設をご覧になって参考にしているとの話はよく聞きます、

ご覧になってない方は是非とも参加していただきたいと思います。 

 

橋本ＨＰ委員長 

資料 2-4に沿って説明します。 

８月１日にリニューアルオープンし、９月８日に第５回委員会を開きました。一般の

ページでも南会長の挨拶が見られるようにいたしました。委員のページには新着投稿が

あり、記事がいつ届いたのかがわかりやすくなっております。これからの課題としては、

支部ニュースが一部の支部しか投稿できておりませんので、11 月 21 日の会議では、ど

ういうふうに、連絡員の方々にスムーズに投稿していただくかを検討したいと思ってお

ります。それから、相談委員メニューの下の方に資料室があり、いろんな資料を収めて

ありますので、そこにたどり着くように、各部会等では、「参考は資料室に」と書いてい

ただければ、資料室に飛びます。「むさし」の以前の記事も読めるようにしております。 

今日の部会長会で意見が出たのですが、出前教室のＤＶＤ、そういうのもこれから資

料の中に入れられればと思います。費用のこともあるので、11月の委員会で検討したい

と思います。それから、「理事会・総会ニュース」では、理事会で何をやっているのかを

伝えることができるようになりました。９月８日の委員会で検討した結果です。また「事

務局からのお知らせ」も新たに設けました。部会ニュースに関連して、必要な資料は資

料室を活用していただければと思います。支部ニュースもしっかり活用できるよう、そ

れぞれの支部の人たちが利用できるようにしたいというふうに思っております。形がだ

いたい整いましたので、連絡員を通して、しっかりと活用できるように検討していきた
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いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

南会長 

ご案内の通り、ホームページはリニューアルし、更新作業は全部専門家の方にお願い

しており、情報提供するとだいたい 24時間以内に更新されるそうです。各支部の活動と

か、各部会の活動等については、連絡員の皆さん方がご報告いただくと、リアルタイム

で更新されますので、積極的にこのホームページを活用いただければと思います。 

 

議題３ 各支部の活動について 

第 14支部（前田支部長） 

いろいろ気を使っていただきまして、申し訳ございません。 

第 14支部は、伊豆諸島、小笠原まで入ります。ということは我々が常に委員同士で会

うことはまずないです。各島に今、一人ずつです。全部の島にいるかというと全部の島

にはいません。その委員さんが集まる時はいつなのかいうと、ブロック会議の時です。

そのブロック会議も全員の委員が来ません。ということで、私は各島のご報告はできな

いのです。自分の所属の新島村に関してはお話できるのですけど。他の島のことはブロ

ック会議で仕入れた資料ぐらいです。 

先ほど所長さんからもお話がありましたが、八丈町ではまだ委員がいないのです。な

んでいないのかをちょっと考えたことありますが、島の中で相談委員というのがどうい

う存在なのか、ほとんど知られてないと思います。私は新島村で、役場から行政相談委

員をやってくれないかと言われたのですけれども、その時、行政相談委員って何のこと

と、私ですら知りませんでした。前の人がやっていたのでその人から聞いてみてと、役

場の人も説明できなかった。それで、私の前任者のところに行き、何をやればいいんで

すかと聞くと、「連絡がきた時に対応すればいいよ」と。その程度のことしか教えてもら

えず、スタートの時は名前をもらっても何をどうすればいいのかが自分自身でわかって

いなかったっていう感じでした。それならば、行政相談ということは、行政に対しての

何かがあれば言ってくるだろうと当初はそう思っていました。でも、一向にそういうケ

ースはありません。そのために、私はなるべく外へ自分から出ようとしました。例えば、

祭りとか諸行事で、そこで皆さんが行政に対してどういう要望があるのかなと自分から

聞いていました。来るのを待っていたら、まず、島では相談はまずないと思います。大

島町と八丈町には役場の中に相談室というのがあるみたいです。それ以外の島には役場

の中に相談室がありません。相談委員は何をしているかというと、家で待っているだけ

ですね。家で待っていたってほとんど絶対来ません。ましてや人口が少ないので、みん

な知り合いです。ということは改めて役場に行きません。役場の職員の仕事が終わった

時に個人的に話して何か解決している、そういうケースが意外と多いのです。この前の

「むさし」にも書いたと思いますが、私はよく行く喫茶店があり、そこに集まっている

人たちに、何か行政で思うことはないかなんて自分から振っていってやってきました。

今まで私の活動はほとんどそこからの活動です。 

それから、島では国の制度とかそういうのは役場からの説明だけで、国への要望的な

ものはまずないです。一番身近な村に対しての相談というのはたまにありますけども、
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都に対しての相談は今まで２回ぐらいしかないですね。それも内容的には大した相談じ

ゃないです。道路、交通安全の関係の話で、たまたま所管しているのが東京都だったと

いうだけで、島の相談っていうのは、こちら内地の方に比べると極端にないと思ってい

ただいて結構です。ならば、どうすればと。自ら、みんなの前に出てかなきゃダメだな

と強く思っているところですが、どれだけできるのかっていうのは自分自身でもわかり

ません。 

 

南会長 

ありがとうございました。島の貴重なお話を伺いました。特に外に出かけていくとい

う視点ですね。これは島でなくても、どなたでもみんな同じだと思います。出かけてい

くというので一番典型的なのが、行政相談週間での特設相談所ではないかと思います。

今日は、各支部の皆様方から、特に特設相談所での顕著な事例だとか、あるいは苦労し

たこと、あるいは皆様方にお伝えしたいような事があれば、順次、各支部からご報告を

いただきたいと思います。時間が迫っておりますので、出来れば、一人３分から５分の

間でお願いできればと思います。今日は 14 支部からお話を伺いましたので、次は 13 支

部。今日、オンラインでご参加いただいております築地さん、ご発言いただけますか。 

 

第 13支部（築地理事） 

Zoom で参加しております。青梅市でつい先日 11 月６日に産業観光まつりがありまし

て、規模を縮小して市役所の会議室をオープンにして、市民の暮らし展の中の一環とし

て、行政相談のＰＲ、特設相談を行いました。来られた市民の方にお話を聞くと、行政

相談って何なのという質問が結構目立ちましたので、そこでいろいろ説明しました。そ

の中でも立ち話的に、いろいろ相談を受けた経緯はあります。なかなか行政相談を理解

していただくのは大変ですけれども、少しずつ、お祭りなどの場面でもＰＲしていきな

がら、併せて、市民の方に何かありますかと聞くと意外と出てくる、そんなことありま

した。こちらから働きかけないと、なかなか相談事が出てこないというのも実態である

かと思いました。 

それから、10月 28日に 13支部の研修会を行いました。題名は相続登記の義務化とい

うことで、東京法務局西多摩支局の登記官の方を講師にお招きしました。実は私も詳し

く知らなかったのですが、令和３年に民法と不動産登記法が改正になりました。相続等

により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律というのが制定され、所有者不

明土地の解消に向けて、いろいろルールが大きく変わったということでございます。施

行は５年４月からですけれど、行政相談というよりも法律相談という面で、非常に参考

になり勉強になりました。 

 

南会長 

オンラインで今日は会議に参加いただいていますが、状況は把握できましたか 

 

第 13支部（築地理事） 

ちょっと音声が途切れる部分があって、完全に聞き取りが難しいところがありますが、
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概ね内容は理解できました。 

 

南会長 

音声のことについては改めて研究させていただきたいと思います。 

 

第 12支部（三橋支部長） 

５ページの合同と書いてあるところは、多摩市のこどもまつりでございまして、既に

ご報告しております。町田市、10月２日、これは９ページに写真が載っております。日

野市、いつもですと産業祭りをやりますが、今年は規模縮小ということで、総合市民相

談をやりました。稲城市、いつもは稲城市民祭りの会場での特設行政相談ですが、今年

は、置いてあるチラシを市民の方に持って行っていただきました。八王子市は、２ペー

ジ、今週末 19日ですが、甲州街道のいちょう祭りの会場です。ＪＲ高尾駅を降りてすぐ、

772 本のいちょうが素晴らしく色づいております。ぜひお孫さんを連れておいでいただ

くと、よいかと。ちょうど沿道は、古風な趣がありますので、いいお祭りになろうかと

思います。当日は晴れます。 

それから、６ページの自主研修会は、10月７日の東京地方裁判所立川支部、家庭裁判

所と簡易裁判所に見学に行きました。参加は 13名。民事と刑事がありまして、同時刻に

民事が７件、刑事が１件ほどありました。その中に離婚というのがあり、細かい話はで

きませんが、13名の方はその離婚の会場に１時間半、まだ帰ってこないなというくらい

真剣にやりとりを聞いていたようです。このように家庭裁判所というのは、自由に行っ

て見学ができます。後ろの傍聴席の方へは、別段届け出するようなことはなく、座って

その内容が見られます。裁判所をぜひ一度、行かれたらよろしいのかなと思います。今

回の 13名の人達は異口同音にそのことをおっしゃっておりました。当日、立川の家庭裁

判所の隣に南極北極科学館がありまして、生憎の小雨交じりでありましたが、そこにも

行って、本来は懇親会というのはないのですが、残り７名の方は立川市内でお蕎麦を食

べて懇親を深めたとの報告を聞いております。 

いずれにしましても 12支部は、コロナ禍で何とかやりきれているものありますし、で

きなかったものもありますが、久々に皆さんにお会いできたということが非常に貴重な

体験になったと思います。 

 

第 11支部（稲垣理事） 

 今日は、ピンポイントで嬉しい報告をさせていただきたいと思います。 

第 11 支部、国立市の真見敬委員は、平成 21 年に行政相談委員になられたのですが、

国立市から市民表彰を受賞されました。この表彰は基本的に 10年以上、市民のためにボ

ランティアとして活動された方が推薦されて、選考の上で受賞されるものです。今回、

11 月６日 10 時半から、国立市の大学通りという広い道路で表彰式が行われました。真

見委員は、社会奉仕功労ということで、行政相談委員の活動を通し、地域社会の調和に

努め、市民の福祉向上に貢献された功績ということで表彰されましたことをご報告いた

します。その時、事務所の永島さんにもお越しいただき、ありがとうございました。と

ても天気が良くて、素敵な状況のなかで表彰されたのを私ども行政相談委員の一人とし
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て誇りに思いました。 

 

南会長 おめでとうございます。どうぞご本人にもよろしくお伝えください。  

 

第 13支部（石川理事） 

支部長が今日欠席ですので、狛江市の石川です。 

支部総会は５月 24日に行いました。そこで、久しぶりに皆さんとお会いしました。楽

しみにしているのが、その後の懇親会ですよね。今回、懇親会はダメということで、３

年４年、全然ざっくばらんな話ができないと、その時にだいぶ言われました。支部長市

である調布市がいろいろ考えたのですが、結局、懇親会もダメだということで、みんな

水に流れまして。他市は何をしているのか全然見えない状態です。ここに書いてある通

り、三鷹市さんはどんどん進んで活動をたくさんやっていますので、三鷹さんにお話を

聞いてはいかがですか。 

 

南会長 

ここでは、時間がないので、三鷹市さんの話は別の場でお聞きします。 

 

第９支部（岡部理事） 

11月１日に清瀬市にある水再生センターと郷土資料館を見学しました。お天気も良く

て、とても楽しかったのですが、コロナになって新しく入った委員さんの出席がすごく

少なかったので、それでやっぱり親睦が少し足りないのかなっていう感じはしましたね。

これがこれからの課題なのかなって感じました。 

 

第８支部（吉澤支部長） 

第８支部は、コロナの関係でなかなか計画してもできなかったのですが、10月 13日、

葛飾北斎館と東京都刀剣博物館の２か所の見学をすることができました。皆さんとお会

いして、非常に良い研修ができました。今後コロナが収束し、またいろんな行事ができ

たらなと思います。その後、みんなで食事をしました。１日で２か所の見学をできたと

いうことは非常にラッキーだったのです。たまたま墨田区内に刀剣博物館と北斎館が距

離にして 600mぐらいの所で、歩いても行けるので、そういう意味では非常にラッキーで

した。17名と所長さんも来ていただいて、非常に楽しくできました。 

 

第７支部（佐藤支部長） 

前回の理事会以降、直近の状況をご報告いたします。 

４ページ、葛飾区では 10 月 27 日に亀有駅改札の前で相談会を開いております。これ

からの計画は、12月２日、第７支部の自主研修会を開催する予定です。第７支部は足立

区と葛飾区ですが、区役所に寄せられる苦情や要望を聞いて、その制度や内容について

聞く。私どもの相談内容が非常に限られているのではないかということで、区の方にど

のような相談がきているのかを聞こうという計画にしております。足立区は区民の声相

談課長の山崎様、葛飾区はすぐやる課の課長小野塚様から話を聞く予定にしております。 
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第６支部（堀内理事） 

安井支部長は所要のため欠席させていただいておりますので、北区の堀内がご報告し

ます。特設相談は、４ページに掲載されている通りでございます。北区、10 月 23 日、

ＪＲ王子駅頭で相談を行いました。ここは駅前ですから人々の往来が非常に多いとこ

ろで、相談件数もありました。特にティッシュとパンフレットを配りました。その中

で、レスキューブランケットを評価事務所から送っていただいたので、これも配りま

した。これが非常に好評で、その後何日かたって、住民の方が私のところに来て、防災

関係で配りたいのでありますかという問い合わせがありました。来週 11 月 22 日、第

６支部の自主会議を午後２時から北区立飛鳥山公園で開催します。飛鳥山公園内には

渋沢栄一の記念資料館がありまして、そこで行うことになっております。渋沢史料館

の井上館長の講演後、館内を見学する予定になっております。 

 

第５支部（守屋支部長） 

第５支部の特設相談所については、資料の４ページの記載の通りです。この内容は、

すでにホームページにアップしてございますので、ご確認いただければと思います。 

自主研修については、６ページをご覧ください。外国人対応を勉強するため、外国人

在留支援センターが職員向けに作成したＤＶＤを視聴いたしました。「やさしい日本語基

礎講座」というものです。このことについてちょっと触れさせていただきます。難しい

言葉は使わない、単語もそうです、当然ですよね。長文はダメで簡潔に箇条書きにする

とか、そういうところを具体的に教えてもらいました。今後は３月の自主研修になりま

すが、さらに外国人の相談対応のためもう少し突っ込んだ研修を考えております。 

 

第４支部（村野支部長）  

特設相談は、８月に杉並区役所ホールでやりました。中野区は 10 月 28 日に中野区役

所玄関前で特設相談をやりまして、アンケート調査もやっていただいて、いい成績がで

たようです。 

前回の理事会でも話したのですが、杉並区では、行政相談の認知が非常に低くて、11

月に杉並区の原っぱ広場で開かれる特設相談は、行政系のテントが半分減らされ、その

中で、抽選で敗れてしまいました。国を挙げて行政相談を認知させようということに関

して、杉並区は全くアンチテーゼの形になっています。新区長に変わりましたので、新

区長さんに会いたいということで区の担当者に相談したところ、けんもほろろに却下さ

れてしまいました。何とか伝手をたどって、12 月 13 日に区長との面談をとることがで

きました。この場で行政相談に対する思いをぶつけてみたいと思っております。飯塚所

長にも同席していただきますので、二人してタッグを組んで当たりたいと思います。 

 

第３支部（小島支部長） 

４ページの報告のとおり、目黒区では今年、さんま祭りができました。所長にもお出

ましいただき、ありがとうございました。渋谷区は代々木公園でいたしました。世田谷

区は縮小ということもありまして、特設相談はいたしませんでした。ただ、世田谷区は
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各委員が自分の関係各所、例えば教育関係、学校、町会、自治会、児童館、いわゆる公民

館ですかね、私ども区民センターと呼んでいますけれども、そこに出向いて、相談を受

け、ご報告をさせていただいています。 

それから、行政相談の広報は、私ども、広報広聴課が担当になっております。そちら

の方で、職員向けの広報があり、インターネットでございますが、そちらのメール便の

中で、行政相談について職員向けにＰＲをしてくれています。これも一つの良い機会で

はというふうに委員とも共有しております。 

第３支部は、１月に自主研修会を予定しております。テーマは犯罪被害者支援。犯罪

被害支援センターが新宿区にございますが、警視庁の３人を講師としてお呼びしており

ます。代々木公園での特設相談については、会計の加藤さんがいらっしゃいますので、

報告をお願いいたします。 

 

加藤会計 

渋谷区の特設ですが、11月５日と６日、毎年行われておりました代々木公園での区民

フェスティバルが、ずっとコロナ禍でできませんでしたので、３年ぶりにリアル開催い

たしました。今のところ、二日間で来場者９万５千名との報告を聞いております。内容

につきましては、やはり身近なところのご相談が多かったと思います。ほとんどが要望

というような内容でした。全体的に申しまして、皆さんやっぱり会いたかったのが実感

です。ですから、人と目を合わせてお話が出来る場面を皆さん楽しみにしていたのが二

日間を通じての私の感想です。付け加えますと、区民の広場にも必ず来られますマニア

さんが、１日目も２日目も来られました。 

 

第２支部（太田理事） 

当支部では大田区の担当委員が２名欠員でしたが、４月から新しい委員が来られ、評

価事務所で特訓をしていただきました。行政相談委員とはなんぞやという話から。お昼

ご飯もごちそうになって喜んでおり、女性二人、頑張るわと言っていました。 

私どもは、大田区長さんとの懇談を例年７月上旬に行っています。私が委員になった

ちょっと後ぐらいに、吉野区長から松原区長に変わりました。そのときに、行政相談委

員はあまり知られてないから宣伝してくださいと、大田区の中学校ＰＴＡ連合会の会長

でもあった眞下委員がお話ししたら、快諾していただきました。大田区内の職員向けの

広報に載せるから大丈夫だということで、それ以来、区役所の方がよくわかってくれて、

話が通るようになりました。眞下委員に感謝しています。 

今までは男性が５、女性が４でしたが、今は男性が４、女性が５になりまして、楽し

い雰囲気になっております。砂川様のご案内で、品川区にあるエコルとごしで自主研修

会を行いました。電力と水を自前でできる、太陽光発電と雨水を利用したすごい施設で、

何十億円とかけて作ったとのことです。砂川委員にはお骨折りいただきまして、ありが

とうございます。助かりました。 

大田フェスタというのがありますが、通算で 30万人ぐらいお見えになります。今年も

例年どおり行政相談のブースも確保していただいて、頑張れよということで、初日には

区長にご挨拶にも来ていただき、記念撮影までしていただきました。また、11月 15日に
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は品川区だけの委員懇談会がございまして、和気あいあいとした懇談が開かれたと砂川

様から報告がありました。そういったところが第２支部の現状でございます。 

 

第１支部（平賀理事） 

特設相談は、４ページに記載があるように、千代田区、中央区、港区で行われました。

６ページの自主研修の方は、新宿区の委員が準備してくださって、東京都防災センター

と書いてありますが、防災センター自体は今入れない、見学はできなくなったのですが、

職員の方に懇切丁寧に防災についてお話いただきました。総務省のメルマガがございま

すが、ここに中央区の特設相談の写真が載っていますので、中央区として、職員の方も

含めて、すごく喜んでもらったことを記憶しています。 

 

南会長 

ありがとうございました。時間の関係で、先ほど三鷹市の状況との発言を封じました

が、次の議題の広相協の研究会を含めて、三鷹市の荒井副会長からご報告いただきたい

と思います。 

 

荒井副会長 

三鷹市の状況をお話させていただきます。三鷹市では、この２年間出前教室ができず、

出前教室のＤＶＤを作り、それを各小学校に配りました。また、今月 11日に、保護司会

の方から出前教室を見せて欲しいという依頼がありまして、11日に保護司会の皆様を集

めて、出前教室を実現しました。その時は坂副会長も保護司をやっている関係で、参加

していただきました。それが先ほどの話の続きでございます。 

 

議題４ 令和４年度全相協第３回理事会の結果並びに令和４年度関東広相協研究会の結果 

南会長 

資料３を用意してございます。全相協理事会については資料ございませんが、こちら

のポイントは、皆様はご覧になっていると思いますが、「季刊行政相談」という冊子を、

それぞれ区市町村にも配布して欲しいという全相協の要望でございました。当初、東京

都では１９区市町村でまだ配置されておりませんでした。これは、それぞれ区市町村の

代表委員が、自分の分と合わせて申し込み、それによって区市町村に配付されますが、

それが忘れられていたわけです。そこで、行政評価事務所で各区市町村の代表委員の方

に連絡して、今は東京都の場合は全部の区市町村に「季刊行政相談」が配付されており

ますので、問題解決です。 

もう１件、依頼がありましたのは、行政相談委員の手帳を、どんどん活用して欲しい

ということです。今年はもう間に合わないかもしれませんが、来年以降も皆様、積極的

に手帳を活用していただきたいと思います。 

 資料３ですが、第２部研修と関東広相協研究会ですが、第２部研修には東京地相協か

ら９名の方に参加いただきました。参加された方の名前を載せておりますので、後ほど

ご覧いただきたいと思います。研修会では、対応困難事案の対応方法についての講演が

ございましたので、対応困難事案に対するポイントを整理しましたので、後ほどご覧い
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ただくと非常に参考になると思います。 

第２部研修では、委員活動の研究ということで、一つの共通テーマと個別のテーマを

四つ選びまして、それぞれ班別に討議しまして、その結果報告するということでござい

ます。次に地相協と広相協との交流会ですが、広相協には１０の都県が加盟しておりま

すけれども、１０都県それぞれの特徴的な活動の活動内容等についてご報告するわけで

すが、東京からはホームページの開設とリニューアルということと、五つの部会と一つ

の委員会を設置して、そこに８０名以上の方が参加するという全員参加型の地相協運営

をしていることについて申し上げました。それと、問題は行政相談委員制度の認知度が

低いということなのでそれをどう高めるかということが課題だと、申し上げております。 

ホームページのリニューアルの際に話題になりました際、できれば全相協のホームペ

ージを作ったらどうかという意見がございましたし、東京のホームページにはＱＲコー

ドを付していますが、このＱＲコードの活用ということで、全相協のホームページにも

ＱＲコードをつければとの話がございました。そこで、皆さん方が都民の方々にお配り

するチラシを来年以降改訂する際、ホームページのＱＲコードをつければ、ホームペー

ジも一層活用いただけるのではないかと感じたところでございます。 

それから、地相協事務局長連絡会ですが、東京地相協には事務局長はいませんけれど

も、荒井副会長に事務局長会議にご出席いただいて、資料に書いてあるような状況につ

いてご説明し、出前教室についても三鷹の先ほどの積極的な活動内容とか、そういうも

のも含めてお知らせし、コロナの中でも頑張っている皆さん方の活躍ぶりについても、

ご報告させていただきました。 

少し時間を超過しましたけども、研究会の報告など後ほど改めて資料３をご覧いただ

ければと思います。 

本当はもう少し忌憚のないご意見を頂戴したいところですが、この会場の都合もござ

いまして、今日はこれでもって申し訳ありませんが、一方的でございますが、理事会を

終わらせていただきたいと思います。 

 

眞下理事 

資料１の 19ページのアンケートですが、これは４年前に退任された倉田委員が原型を

作ってくださいまして、私もいろいろバージョンアップしてきました。各特設やイベン

トの時、なかなか相談者が集まらない時に、キャッチセールスではないのですけれど、

画板にこれを挟んで、通りがかりの人に、ちょっと簡単な質問ですけれどということで、

アンケートに○を書いてもらうと会話ができますので、そこで、ちょっとこうよねとい

う方がいたら席に案内すると、だいたい 10倍ぐらいに相談件数が増えますので、ぜひお

役立ていただければと思います。やり方はいろいろありますが、このアンケートは非常

に重要ですね。そういうアンケートは結果が取れますので、是非お役立てください。 

 

南会長 

どうもありがとうございます。失礼しました。アンケートについては、日大の学生と

の時にも話題になりまして、学生たちも有効だという話をしております。 

それから、申し遅れましたけれども、眞下理事と坂副会長が、９月の全国の中央研修






