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◎都道府県･政令指定都市　（設置団体数：2団体　設置窓口数：3箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

千葉県 千葉県消費者センター 273-0014 船橋市高瀬66-18 047-434-0999

千葉市 千葉市政策法務課市政情報室 260-8722
千葉市中央区千葉港2-1
千葉中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ2F

043-245-5717

千葉市
千葉市消費生活センター
（消費生活に関連する相談の場合）

260-0045 千葉市中央区弁天1-25-1 043-207-3000

◎市区町村　（設置団体数：53団体　設置窓口数：76箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

銚子市 銚子市消費生活センター 288-8601 銚子市若宮町１－１ 0479-24-8194 

銚子市 総務市民部総務課 288-8601 銚子市若宮町１－１ 0479-24-8190

市川市 市川市消費生活センター 272-0033 市川市市川南１－１－１－２１３ 047-320-0666

市川市 総務部総務課 272-8501 市川市南八幡２丁目20番地２号 047-712-8645 

船橋市 船橋市消費生活センター 273-0005 船橋市本町１丁目３番１号 047-423-3006 

船橋市 総務部法務課 273-8501 船橋市湊町２丁目１０番２５号 047-436-2062

館山市 情報公開・個人情報総合窓口 294-8601 館山市北条１１４５－１ 0470-22-3218

木更津市 木更津市消費生活センター 292-0055
木更津市朝日3-10-19木更津市役所朝日
庁舎（イオンタウン木更津朝日2階）

0438-20-2234

木更津市 総務部総務課 292-8501
木更津市富士見1-2-1木更津市役所駅前
庁舎（スパークルシティ木更津8階）

0438-23-7097

松戸市 松戸市総務部総務課情報公開担当室 271-8588 松戸市根本387番地の5 047-366-7107 

野田市 野田市消費生活センター 278-8550 野田市鶴奉7-1 04-7123-1084

野田市 総務部総務課 278-8550 野田市鶴奉7-1 04-7125-1111 

茂原市 総務部総務課 297-8511 茂原市道表１番地 0475-20-1519 

成田市 成田市消費生活センター 286-8585 成田市花崎町760（市役所内） 0476-23-1161 

成田市 総務部総務課 286-8585 成田市花崎町760 0476-20-1510

佐倉市 総務部行政管理課 285-8501 佐倉市海隣寺町９７番地 043-484-6288 

佐倉市 佐倉市消費生活センター 285-0005 佐倉市宮前３－４－１ 043-483-3010 

東金市 東金市総務部総務課 283-8511 東金市東岩崎1番地１ 0475-50-1117 

東金市 東金市消費生活センター 283-8511 東金市東岩崎1番地１ 0475-50-1155 

旭市 総務課庶務行政班 289-2595 旭市ニの１９２０番地 0479-62-5310 

習志野市 総務部情報政策課 275-8601 習志野市鷺沼1-1-1 047-453-9383 

習志野市 習志野市消費生活センター 275-0016
習志野市津田沼5丁目12番12号庁舎分室
(サンロード津田沼4階)

047-451-6999

柏市 柏市消費生活センター 277-0004 柏市柏下７３番地　中央体育館管理棟１階 04-7163-5853 

勝浦市 総務課総務係 299-5292 勝浦市新官１３４３番地の１ 0470-73-1211 
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

市原市 総務部　総務課　法務・情報公開室 290-8501 市原市国分寺台中央１－１－１ 0436-22-1111 

市原市 市原市消費生活センター 290-0081 市原市五井中央西１－１－２５ 0436-21-0999 

流山市 流山市消費生活センター 270-0192 流山市平和台1－1－1 04-7158-0999 

八千代市 情報管理課　情報公開室 276-8501 八千代市大和田新田312-5 047-483-1151 

八千代市 八千代市消費生活センター 276-8501 八千代市大和田新田312-5　第2別館 047-485-0559 

我孫子市 我孫子市消費生活センター 270-1151 我孫子市本町3-2-28　イトーヨーカドー我孫子南口店2階 04-7185-0999

鴨川市 消費者相談窓口（農水商工課） 296-8601 鴨川市横渚１４５０ 04-7093-7834

鴨川市 総務課 296-8601 鴨川市横渚１４５０ 04-7093-7829

鎌ケ谷市 総務企画部総務課 273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－６－１ 047-445-1141 

君津市 消費生活センター 299-1192 君津市久保２－１３－１ 0439-56-1529

君津市 総務部総務課 299-1192 君津市久保２－１３－１ 0439-56-1485 

富津市 建設経済部商工観光課（主） 293-8506 富津市下飯野２４４３ 0439-80-1287 

富津市 総務部総務課（従） 293-8506 富津市下飯野２４４３ 0439-80-1209 

浦安市 消費生活センター 279-8501 浦安市猫実１－１－１ 047-390-0030

浦安市 総務部総務課　情報公開・文書係 279-8501 浦安市猫実１－１－１ 047-712-6119

四街道市 総務部総務課　情報公開室 284-8555 四街道市鹿渡無番地 043-421-6103 

袖ケ浦市 環境経済部経済振興課,総務部総務課 299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 0438-62-2111 

八街市 総務部総務課 289-1192 八街市八街ほ３５－２９ 043-443-1113 

印西市 印西市消費生活センター 270-1396 印西市大森２３６４－２ 0476-42-3306

印西市 総務部情報管理課 270-1396 印西市大森2364-2 0476-42-5111

白井市 総務部総務課 270-1492 白井市復１１２３番地 047-492-1111 

富里市 総務部総務課 286-0292 富里市七栄６５２－１ 0476-93-1111 

南房総市 商工観光部 299-2492 南房総市富浦町青木２８番地 0470-33-1092 

南房総市 総務部総務課 299-2492 南房総市富浦町青木２８番地 0470-33-1021

匝瑳市 総務課庶務班 289-2198 匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 0479-73-0084 

香取市 消費生活センター 287-8501 香取市佐原ロ2127 0478-50-1300

香取市 市民相談（市民活動推進課） 287-8501 香取市佐原ロ2127 0478-54-1138 

香取市 総務企画部総務課 287-8501 香取市佐原ロ2127 0478-50-1201 

山武市 総務部総務課行政係 289-1392 山武市殿台２９６番地 0475-80-1112

山武市 山武市消費生活センター 289-1392 山武市殿台２９６番地 0475-82-8453
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

いすみ市 総務課法務文書班 298-8501 いすみ市大原７４００－１ 0470-62-1111 

大網白里市 地域づくり課市民協働推進班 299-3292 大網白里市大網１１５－２ 0475-70-0342 

酒々井町 経済環境課商工観光班 285-8510 印旛郡酒々井町中央台４－１１ 043-496-1171 

酒々井町 総務課行政班 285-8510 印旛郡酒々井町中央台４－１１ 043-496-1171 

栄町 総務課文書法規班 270-1592 印旛郡栄町安食台１丁目２番 0476-95-1111 

栄町 産業課商工労働班 270-1592 印旛郡栄町安食台１丁目２番 0476-33-7713

神崎町 総務課 289-0292 香取郡神崎町神崎本宿１６３番地 0478-72-2111 

多古町 総務課庶務係 289-2292 香取郡多古町多古584 0479-76-2611 

東庄町 総務課庶務係 289-0692 香取郡東庄町笹川い４７１３－１３１ 0478-86-1111 

九十九里町 総務課情報管理係 283-0195 山武郡九十九里町片貝４０９９ 0475-70-3113 

芝山町 総務課 289-1692 山武郡芝山町小池992 0479-77-3901 

横芝光町 総務課 289-1793 山武郡横芝光町宮川１１９０２ 0479-84-1211 

横芝光町 横芝光町消費生活相談室 289-1793 山武郡横芝光町宮川１１９０２ 0479-84-1233

一宮町 総務課 299-4396 長生郡一宮町一宮２４５７ 0475-42-2111 

睦沢町 総務課 299‐4492 長生郡睦沢町下之郷1650‐1 0475‐44‐2500 

長生村 総務課 299-4394 長生郡長生村本郷１－７７ 0475‐32－2111 

白子町 総務課 299-4292 長生郡白子町関５０７４番地２ 0475-33-2111 

長柄町 総務課 297-0298 長生郡長柄町桜谷７１２ 0475‐35-2111 

長南町 総務課 297-0192 長生郡長南町長南２１１０ 0475-46-2111 

大多喜町 総務課 298-0292 夷隅郡大多喜町大多喜９３ 0470-82-2111 

御宿町 総務課 299-5192 夷隅郡御宿町須賀１５２２ 0470-68-2511 

鋸南町 総務企画課 299-2192 安房郡鋸南町下佐久間３４５８ 0470-55-4801 
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