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◎都道府県･政令指定都市　（設置団体数：3団体　設置窓口数：11箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

福岡県 福岡県総務部県民情報広報課 812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 092-643-3104

福岡県 福岡県消費生活センター（消費生活に関する相談の場合） 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎1Ｆ 092-632-0999

北九州市 北九州市立消費生活センター 804-0067 北九州市戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた7F 093-861-0999

北九州市 北九州市立消費生活センター門司相談窓口 801-8510 北九州市門司区清滝１－１－１門司区役所東棟１Ｆ 093-331-8383

北九州市 北九州市立消費生活センター小倉北相談窓口 803-8510 北九州市小倉北区大手町１－１小倉北区役所庁舎西棟1F 093-582-4500

北九州市 北九州市立消費生活センター小倉南相談窓口 802-8510 北九州市小倉南区若園５－１－２小倉南区役所3F 093-951-3610

北九州市 北九州市立消費生活センター若松相談窓口 808-8510 北九州市若松区浜町１－１－１若松区役所2Ｆ 093-761-5511

北九州市 北九州市立消費生活センター八幡東相談窓口 805-8510 北九州市八幡東区中央１－１－１八幡東区役所本館２F 093-671-3370

北九州市 北九州市立消費生活センター八幡西相談窓口 806-8510 北九州市八幡西区黒崎３－１５－３八幡西区役所コムシティ4F 093-641-9782

北九州市 北九州市立文書館 803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号 093－561-5558

福岡市 福岡市情報公開室 810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 092-711-4129

福岡市
福岡市消費生活センター（消費生活に関す
る相談の場合）

810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-1 092-781-0999

◎市区町村　（設置団体数：58団体　設置窓口数：79箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

大牟田市 大牟田市消費生活相談窓口 836-8666 大牟田市有明町2-3 0944-41-2623

久留米市 久留米市消費生活センター 830-0037 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7700

久留米市 久留米市協働推進部広聴・相談課 830-8520 久留米市城南町15-3 0942-30-9017

久留米市 久留米市総務部総務課 830-8520 久留米市城南町15-3 0942-30-9016

直方市 直鞍広域消費生活センター 822-8501 直方市殿町7-1 0949-25-2162

直方市 直方市総務課総務法制係 822-8501 直方市殿町7-1 0949-25-2222

飯塚市 飯塚市消費生活センター 820-0005 飯塚市新飯塚20-30 0948-22-0857

田川市 田川市消費生活相談窓口 825-8501 田川市中央町1-1 0947-44-2000

田川市 田川市総務課（個人情報保護担当） 825-8501 田川市中央町1-1 0947-44-2000

柳川市 柳川市消費生活相談窓口 839-0293 柳川市大和町鷹ノ尾120 0944-73-8111

柳川市 柳川市市政情報コーナー 832-8601 柳川市本町87-1 0944-73-8111

柳川市 柳川市市民相談室 832-8601 柳川市本町87-1 0944-73-8111

八女市 八女市消費生活相談窓口 834-8585 八女市本町647 0943-23-1183

筑後市 筑後市消費生活相談窓口（消費生活関係） 833-8601 筑後市大字山ノ井898 0942-65-7021

筑後市 筑後市総務部総務広報課（個人情報保護条例関係） 833-8601 筑後市大字山ノ井898 0942-65-7003

大川市 大川市インテリア課（消費生活関係） 831-8601 大川市大字酒見256-1 0944-87-2101
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

大川市 大川市総務課庶務係 831-8601 大川市大字酒見256-1 0944-87-2101

行橋市 行橋市広域消費生活センター 824-0031 行橋市西宮市二丁目１番３９号 0930-23-0999

豊前市 豊前市消費生活相談窓口 828-8501 豊前市大字吉木955 0979-82-1111

中間市 中間市総務部総務課（個人情報保護条例関係） 809-8501 中間市中間1丁目1-1 093-246-6232

中間市 中間市消費生活センター（消費生活関係） 809-8501 中間市中間1丁目1-1 093-246-5110

小郡市 小郡市消費生活相談室（消費生活関係） 838-0141 小郡市小郡283-13 0942-72-2111

小郡市 小郡市総務部総務課総務係 838-0198 小郡市小郡255-1 0942-72-2111

筑紫野市 筑紫野市総務部総務課法務担当 818-8686 筑紫野市二日市西1-1-1 092-923-1111

筑紫野市 筑紫野市消費生活センター 818-8686 筑紫野市二日市西1-1-1 092-923-1741

春日市 春日市消費生活センター 816-0806 春日市光町１丁目７３番地 092-584-1155

春日市 春日市情報政策課情報公開広報担当 816-8501 春日市原町3-1-5 092-584-1111

大野城市 大野城市消費生活センター（消費生活関係） 816-8510 大野城市曙町2-2-1 092-580-1968

大野城市 大野城市情報広報課（個人情報保護条例関係） 816-8510 大野城市曙町2-2-1 092-580-1814

宗像市 宗像市総務課 811-3492 宗像市東郷1-1-1 0940-36-1272

宗像市 宗像市消費生活センター（消費者相談関係） 811-4138 宗像市土穴3-1-45 0940-33-5454

太宰府市 太宰府市消費生活相談窓口（消費生活関係） 818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 092-921-2121

太宰府市 太宰府市文書情報課（個人情報保護条例関係） 818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 092-921-2121

糸島市 糸島市消費生活センター 819-1192 糸島市前原西1-1-1 092-332-2098

古賀市 古賀市消費生活センター 811-3127 古賀市新原1051-6 092-410-4084

福津市 福津市総務課 811-3293 福津市中央1丁目1-1 0940-43-8196

うきは市 うきは市総務課総務法制係 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-3111

うきは市
うきは市農林・商工観光課農商工観光連携
係（消費生活相談）

839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-3111

宮若市 宮若市総務課総務グループ 823-0011 宮若市宮田29-1 0949-32-0511

嘉麻市 嘉麻市総務課総務係 820-0502 嘉麻市上臼井446-1 0948-62-5660

朝倉市 朝倉市消費生活センター 838-1398 朝倉市宮野2046-1 0946-52-1128

みやま市 みやま市総務課庶務法制係 835-8601 みやま市瀬高町小川5 0944-64-1502

那珂川町 那珂川町消費生活相談窓口 811-1292 那珂川町西隈１丁目1-1 092-953-2211

宇美町 宇美町総務課 811-2192 糟屋郡宇美町5丁目1-1 092-932-1111

篠栗町 篠栗町総務課総務係 811-2492 糟屋郡篠栗町大字篠栗4855-5 092-947-1111

志免町 志免町総務課（個人情報保護条例関係） 811-2292 糟屋郡志免町志免中央1-1-1 092-935-1001

須恵町 須恵町総務課 811-2193 糟屋郡須恵町大字須恵771 092-932-1151
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

新宮町 新宮町総務課 811-0192 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1丁目1-1 092-963-1730

新宮町 新宮町産業振興課 811-0192 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1丁目1-1 092-962-0238

久山町 久山町総務課 811-2592 糟屋郡久山町大字久原3632 092-976-1111

粕屋町 粕屋町総務課 811-2392 糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1 092-938-2311

芦屋町 芦屋町総務課庶務係 807-0198 遠賀郡芦屋町幸町2-20 093-223-3572

水巻町 水巻町総務課庶務係 807-8501 遠賀郡水巻町頃末北1-1-1 093-201-4321

岡垣町 岡垣町総務課庶務・文書法制係 811-4233 遠賀郡岡垣町野間１丁目１番１号 093-282-1211

遠賀町 遠賀町まちづくり課 811-4392 遠賀郡遠賀町大字今古賀513 093-293-1234

小竹町 小竹町総務課情報係 820-1192 鞍手郡小竹町大字勝野3349 09496-2-1212

鞍手町 鞍手町総務課庶務管財係（個人情報保護担当窓口） 807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山3705 0949-42-2111

鞍手町 鞍手地域振興課地域振興係（消費者対策相談窓口） 807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山3705 0949-42-2111

桂川町 桂川町産業振興課商工統計係 820-0696 嘉穂郡桂川町大字土居424-1 0948-65-1100

筑前町 筑前町総務課行政政策係 838-0298 朝倉郡筑前町篠隈373 0946-42-3111

東峰村 東峰村総務課 838-1792 朝倉郡東峰村大字宝珠山6425 0946-72-2311

大刀洗町 大刀洗町総務課 830-1298 三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77-0101

大木町 大木町総務課 830-0416 三潴郡大木町大字八町牟田255-1 0944-32-1013

広川町 広川町商工観光課商工観光係（消費生活相談担当） 834-0115 八女郡広川町大字新代1804-1 0943-32-1142

広川町 広川町総務課行政係（個人情報保護担当） 834-0115 八女郡広川町大字新代1804-1 0943-32-1255

香春町 香春町総務課 822-1492 田川郡香春町大字高野994 0947-32-2511

添田町 添田町地域産業推進課商工観光係 824-0602 田川郡添田町大字添田2151 0947-82-1236

糸田町 糸田町総務課 822-1392 田川郡糸田町1975-1 0947-26-1231

川崎町 川崎町農林商工課（消費者対策相談窓口） 827-8501 田川郡川崎町大字田原789-2 0947-72-3000

川崎町 川崎町総務課（個人情報保護担当窓口） 827-8501 田川郡川崎町大字田原789-2 0947-72-3000

大任町 大任町総務企画財政課 824-0512 田川郡大任町大字大行事3067 0947-63-3000

赤村 赤村総務課総務係 824-0432 田川郡赤村大字内田1188 0947-62-3000

福智町 福智町総務課 822-1292 田川郡福智町金田937-2 0947-22-0555

苅田町 苅田町総務課庶務法制担当（個人情報保護担当窓口） 800-0392 京都郡苅田町富久町1-19-1 093-434-1112

苅田町 苅田町消費者相談窓口（消費生活相談窓口） 800-0392 京都郡苅田町富久町1-19-1 093-588-1037

みやこ町
みやこ町総務課行政・改革推進係
（個人情報保護担当窓口）

824-0892 京都郡みやこ町勝山上田960 0930-32-2511

みやこ町
みやこ町産業課商工観光係
（消費者生活相談窓口）

824-0892 京都郡みやこ町勝山上田960 0930-32-2512

吉富町 吉富町総務課 871-8585 築上郡吉富町大字広津226-1 0979-24-1122



個人情報に関する苦情相談窓口（福岡県）

4 / 4 

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

築上町 築上町総務課行政係 829-0392 築上郡築上町大字椎田891-2 0930-56-0300

上毛町 上毛町企画情報課 871-0992 築上郡上毛町大字垂水1321-1 0979-72-3111
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