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◎都道府県･政令指定都市　（設置窓口数：１箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

茨城県 茨城県消費生活センター 310-0802 水戸市柵町1-3-1 水戸合同庁舎内 029-225-6445

◎市区町村　（設置団体数：44団体　設置窓口数：68箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

水戸市 水戸市消費生活センター 317-0065 水戸市五軒町1-2-12 029-226-4194

日立市 日立市総務部総務課 317-8601 日立市助川町1-1-1
0294-22-3111

(内線332)

日立市 日立市消費生活センター 317-0072 日立市幸町１－２１－１日立シビックセンター６階 0294-26-0069

土浦市 土浦市広報広聴課 300-8686 土浦市下高津1-20-35 029-826-1111

土浦市 土浦市消費生活センター 300-0043 土浦市中央2-16-4 029-823-3928

古河市 古河市消費生活センター 306-0291 古河市下大野2248 0280-92-8811

石岡市 石岡市総務部総務課 315-8640 石岡市石岡1-1-1 0299-23-1111

石岡市 石岡市消費生活センター 315-8640 石岡市石岡1-1-1 0299-22-2950

結城市 結城市市長公室総務課総務係 307-8501 結城市大字結城1447 0296-34-0402

結城市 結城市消費生活センター 307-8501 結城市大字結城1447 0296-32-1161

龍ケ崎市 龍ケ崎市総合政策部情報政策課 301-8611 龍ケ崎市3710 0297-60-1521

龍ケ崎市 龍ケ崎市消費生活センター 301-8611 龍ケ崎市3710 0297-64-1120

下妻市 下妻市総務部総務課 304-8501 下妻市本城町2-22 0296-43-2111

下妻市 下妻市消費生活センター 304-8555 下妻市鬼怒230 0296-44-8632

常総市 常総市消費生活センター 303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3 0297-23-0747

常陸太田市 常陸太田市市民協働推進課市民相談室 313-8611 常陸太田市金井町3690
0294-72-3111

（内線126）

常陸太田市 常陸太田市消費生活センター 313-8611 常陸太田市金井町3690 0294-70-1322

高萩市 高萩市総務課 318-8511 高萩市春日町3-10-16(仮設庁舎) 0293-23-2119

高萩市 高萩市消費生活センター 318-8511 高萩市春日町3-10-16(仮設庁舎) 0293-23-2114

北茨城市 北茨城市総務課 319-1592 北茨城市磯原町磯原1630
0293-43-1111

（内線322）

北茨城市 北茨城市消費生活センター 319-1592 北茨城市磯原町磯原1630
0293-43-1111

（内線362）

笠間市 総務課文書法制グループ 309-1792 笠間市中央3-2-1
0296-77-1101

（内線208）

笠間市 笠間市消費生活センター 309-1792 笠間市中央3-3-6 0296-77-1313

取手市 市民相談室 302-8585 取手市寺田5139 0297-74-2141

取手市 取手市消費生活センター 302-8585 取手市寺田5139 0297-72-5022
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

牛久市 市民活動課総合相談室 300-1292 牛久市中央3‐15‐1 029-873-2111

牛久市 牛久市消費生活センター 300-1292 牛久市中央3‐15‐1 029-830-8802

つくば市 つくば市消費生活センター 305-0031 つくば市吾妻1-2-5 029-861-1333

ひたちなか市 ひたちなか市消費生活センター 312-8501 ひたちなか市東石川2-10-1
029-273-0111
（内線3233）

鹿嶋市 鹿嶋市消費生活センター 314-8655 鹿嶋市大字平井1187番地1
0299-82-2911

(内線399)

潮来市 潮来市総務課 311-2493 潮来市辻626 0299-63-1111

守谷市 守谷市総務課 302-0198 守谷市大柏950-1 0297-45-1111

常陸大宮市 常陸大宮市総務課 319-2292 常陸大宮市中富町3135－6 0295-52-1111

常陸大宮市 常陸大宮市消費生活センター 319-2292 常陸大宮市中富町3135－6 0295-52-2185

那珂市 那珂市消費生活センター 311-0192 那珂市福田1819-5
029-298-1111

（内線118）

那珂市 那珂市企画部秘書広聴課市民相談室 311-0192 那珂市福田1819-5
029-298-1111

（内線117）

筑西市 筑西市総務課 308-8616 筑西市下中山732-1 0296-24-2111

筑西市 筑西市消費生活センター 308-8616 筑西市下中山732-1 0296-21-0745

坂東市 坂東市総務部総務課 306-0692 坂東市岩井4365番地 0297-35-2121

坂東市 坂東市消費生活センター 306-0631 坂東市岩井4460番地2 0297-36-2035

稲敷市 稲敷市総務部総務課 300-0595 稲敷市江戸崎甲3277-1
029-892-2000
（内線2209）

稲敷市 稲敷市消費生活センター 300-0792 稲敷市結佐1545 0299-78-3115

かすみがうら市 かすみがうら市消費生活センター 300-0192 かすみがうら市大和田562 029-897-1111

桜川市 桜川市総務部総務課 309-1293 桜川市羽田1023
0296-58-51111

(内線１217)

桜川市 桜川市消費生活センター 309-1293 桜川市岩瀬64-2 0296-75-6300

神栖市 神栖市消費生活センター 314-0192 神栖市溝口4991-5神栖市商工会館1階 0299-90-1166

行方市 行方市総務部総務課 311-3892 行方市麻生1561-9 0299-72-0811

行方市 行方市消費生活センター 311-1704 行方市山田2564-10 0291-34-6446

鉾田市 鉾田市総務課 311-1592 鉾田市鉾田1444-1
0291-33-2111
（内線1224）

鉾田市 鉾田市産業経済課 311-1592 鉾田市鉾田1444-1
0291-33-2111
（内線1162）

つくばみらい市 つくばみらい市総務部総務課 300-2395 つくばみらい市福田195 0297-58-2111

つくばみらい市 つくばみらい市消費生活センター 300-2492 つくばみらい市加藤237番地 0297-25-3288

小美玉市 小美玉市総務課 319-0912 小美玉市堅倉835 0299-48-1111

小美玉市 小美玉市消費生活センター 319-0912 小美玉市堅倉835 0299-35-7802

茨城町 茨城町総務企画部総務課 311-3192 東茨城郡茨城町小堤1080 029-292-1111
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

大洗町 大洗町総務課 311-1392 東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 029-267-5111

城里町 城里町総務課（個人情報窓口） 311-4391 東茨城郡城里町石塚1428-25 029-288-3111

城里町 城里町消費者相談窓口 311-4391 東茨城郡城里町石塚1428-25 029-288-3111

東海村 東海村総務課 319-1192 那珂郡東海村東海3-7-1 029-282-1711

大子町 大子町消費生活センター 319-3526 久慈郡大子町大字大子866 0295-72-1124

美浦村 美浦村消費生活センター 300-0492 稲敷郡美浦村受領1515 029-885-0340

阿見町 阿見町総務部総務課 300-0392 稲敷郡阿見町中央1-1-1 029-888-1111

阿見町 阿見町消費生活センター 300-0392 稲敷郡阿見町中央1-1-1 029-888-1871

河内町 河内町総務課 300-1392 稲敷郡河内町源清田1183 0297-84-2111

八千代町 八千代町総務課 300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
0296-48-1111

(内線3110)

五霞町 五霞町総務課 306-0392 猿島郡五霞町大字小福田1162-1 0280-84-1111

境町 境町総務課 306-0495 猿島郡境町391番地１ 0280-81-1329

利根町 利根町経済課 300-1696 北相馬郡利根町布川841-1
0297-68-2211

(内線326)
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