
 
 

１ 都道府県 

地方公共団体における個人情報保護担当課一覧  
 

平成30年４月現在 

  

総括課 
施策別の担当部署 

「保有する個人情報の保護」の総括課 
（法第11条） 

「区域内の事業者への支援」の総括課 
（法第12条） 

「苦情処理のあっせん等」の総括課 
（法第13条） 

北海道 総務部法制文書課行政情報センター 総務部法制文書課行政情報センター 総務部法制文書課行政情報センター 総務部法制文書課行政情報センター 

青森県 総務部総務学事課 総務部総務学事課 総務部総務学事課 環境生活部県民生活文化課 

岩手県 総務部法務学事課 総務部法務学事課 総務部法務学事課 総務部法務学事課 

宮城県 総務部県政情報公開室 総務部県政情報公開室 総務部県政情報公開室 
総務部県政情報公開室 
環境生活部消費生活・文化課 

秋田県 総務部広報広聴課 総務部広報広聴課 総務部広報広聴課 総務部広報広聴課 

山形県 総務部学事文書課 総務部学事文書課 総務部学事文書課 
環境エネルギー部危機管理・くらし安心局くら 
し安心課 

福島県 総務部文書法務課 総務部文書法務課 総務部文書法務課 総務部文書法務課 

茨城県 総務部総務課 総務部総務課 総務部総務課 生活環境部生活文化課 

栃木県 経営管理部文書学事課 経営管理部文書学事課 経営管理部文書学事課 経営管理部文書学事課 

群馬県 生活文化スポーツ部県民センター 生活文化スポーツ部県民センター 生活文化スポーツ部県民センター 生活文化スポーツ部県民センター 

埼玉県 県民生活部県政情報センター 県民生活部県政情報センター 県民生活部県政情報センター 
県民生活部県政情報センター 
県民生活部消費生活課 

千葉県 総務部審査情報課 総務部審査情報課 総務部審査情報課 消費者センター 

東京都 生活文化局広報広聴部情報公開課 生活文化局広報広聴部情報公開課 生活文化局広報広聴部情報公開課 生活文化局広報広聴部情報公開課 

神奈川県 政策局政策部情報公開広聴課 政策局政策部情報公開広聴課 政策局政策部情報公開広聴課 政策局政策部情報公開広聴課 

新潟県 総務管理部法務文書課 総務管理部法務文書課 総務管理部法務文書課 総務管理部法務文書課 

富山県 経営管理部文書総務課 経営管理部文書総務課 経営管理部文書総務課 
経営管理部文書総務課 
生活環境文化部県民生活課 

石川県 総務部総務課行政情報サービスセンター 総務部総務課行政情報サービスセンター 総務部総務課行政情報サービスセンター 県民文化局県民生活課 

福井県 総務部情報公開・法制課 総務部情報公開・法制課 総務部情報公開・法制課 安全環境部県民安全課 

山梨県 総務部行政経営管理課 総務部行政経営管理課 総務部行政経営管理課 
総務部私学文書課 
企画県民部県民生活センター 

長野県 総務部情報公開・法務課 総務部情報公開・法務課 総務部情報公開・法務課 総務部情報公開・法務課 



  

総括課 
施策別の担当部署 

「保有する個人情報の保護」の総括課 
（法第11条） 

「区域内の事業者への支援」の総括課 
（法第12条） 

「苦情処理のあっせん等」の総括課 
（法第13条） 

岐阜県 総務部法務・情報公開課 総務部法務・情報公開課 総務部法務・情報公開課 総務部法務・情報公開課 

静岡県 経営管理部法務文書課 経営管理部法務文書課 くらし・環境部県民生活課 くらし・環境部県民生活課 

愛知県 県民生活部県民総務課 県民生活部県民総務課 県民生活部県民総務課 
県民生活部県民生活課（愛知県消費生活総合セ
ンター） 

三重県 戦略企画部情報公開課 戦略企画部情報公開課 戦略企画部情報公開課 戦略企画部情報公開課 

滋賀県 県民生活部県民活動生活課県民情報室 県民生活部県民活動生活課県民情報室 県民生活部県民活動生活課県民情報室 県民生活部県民活動生活課県民情報室 

京都府 総務部政策法務課 総務部政策法務課 総務部政策法務課 府民生活部消費生活安全センター 

大阪府 府民文化部府政情報室情報公開課 府民文化部府政情報室情報公開課 府民文化部府政情報室情報公開課 
府民文化部府政情報室情報公開課 
消費生活センター 

兵庫県 企画県民部文書課県民情報センター 企画県民部文書課県民情報センター 企画県民部文書課県民情報センター 企画県民部文書課県民情報センター 

奈良県 総務部総務課 総務部総務課 総務部総務課 
総務部総務課 
くらし創造部消費・生活安全課 

和歌山県 総務部総務管理局総務課 総務部総務管理局総務課 総務部総務管理局総務課 
総務部総務管理局総務課 
環境生活部県民局県民生活課 

鳥取県 元気づくり総本部県民課 元気づくり総本部県民課 元気づくり総本部県民課 生活環境部くらしの安心局消費生活センター 

島根県 総務部総務課 総務部総務課 総務部総務課 
環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安 
全室 

岡山県 総務部総務学事課 総務部総務学事課 総務部総務学事課 岡山県消費生活センター 

広島県 総務局総務課 総務局総務課 総務局総務課 総務局総務課 

山口県 総務部学事文書課 総務部学事文書課 総務部学事文書課 環境生活部県民生活課 

徳島県 監察局監察課 監察局監察課 監察局監察課 監察局監察課 

香川県 総務部広聴広報課県民室 総務部広聴広報課県民室 総務部広聴広報課県民室 総務部広聴広報課県民室 

愛媛県 企画振興部政策企画局広報広聴課 企画振興部政策企画局広報広聴課 企画振興部政策企画局広報広聴課 県民環境部県民生活局県民生活課 

高知県 総務部文書情報課 総務部文書情報課 総務部文書情報課 文化生活部県民生活・男女共同参画課 

福岡県 総務部県民情報広報課 総務部県民情報広報課 総務部県民情報広報課 
総務部県民情報広報課 
福岡県消費生活センター 

佐賀県 経営支援本部法務課 経営支援本部法務課 くらし環境本部くらしの安全安心課 くらし環境本部くらしの安全安心課 



  

総括課 
施策別の担当部署 

「保有する個人情報の保護」の総括課 
（法第11条） 

「区域内の事業者への支援」の総括課 
（法第12条） 

「苦情処理のあっせん等」の総括課 
（法第13条） 

長崎県 総務部県民センター 総務部県民センター 総務部県民センター 
総務部県民センター 
県民生活部食品安全・消費生活課 

熊本県 総務部総務私学局県政情報文書課 総務部総務私学局県政情報文書課 総務部総務私学局県政情報文書課 環境生活部県民生活局消費生活課 

大分県 総務部県政情報課 総務部県政情報課 総務部県政情報課 生活環境部県民生活・ 男女共同参画課 

宮崎県 総務部総務課 総務部総務課 総務部総務課 総合政策部生活・協働・男女参画課 

鹿児島県 総務部学事法制課 総務部学事法制課 総務部学事法制課 
総務部県民生活局生活・文化課消費者行政 
推進室 

沖縄県 総務部総務私学課 総務部総務私学課 総務部総務私学課 文化環境部生活企画・交通安全課 

 

２ 政令指定都市 

  

総括課 
施策別の担当部署 

「保有する個人情報の保護」の総括課 
（法第11条） 

「区域内の事業者への支援」の総括課 
（法第12条） 

「苦情処理のあっせん等」の総括課 
（法第13条） 

札幌市 総務局行政部行政情報課 総務局行政部行政情報課 総務局行政部行政情報課 
市民文化局市民生活部消費生活課 
総務局行政部行政情報課 

仙台市 総務局総務部文書法制課 総務局総務部文書法制課 総務局総務部文書法制課 総務局総務部文書法制課 

さいたま市 総務部行政透明推進課 総務部行政透明推進課 総務部行政透明推進課 
市民局市民生活部消費生活総合センター
総務局総務部行政透明推進課 

 

 

千葉市 

 

 

総務局総務部政策法務課市政情報室 

 

 

総務局総務部政策法務課市政情報室 

 

 

総務局総務部政策法務課市政情報室 

総務局総務部政策法務課市政情報室（民
間事業者の個人情報保護） 
市民局生活文化スポーツ部消費生活セン
ター（消費生活にともなう個人情報保 
護） 

川崎市 総務企画局情報管理部行政情報課 総務企画局情報管理部行政情報課 総務企画局情報管理部行政情報課 総務企画局情報管理部行政情報課 

相模原市 総務局総務部情報公開課 総務局総務部情報公開課 総務局総務部情報公開課 市民局消費生活総合センター 

横浜市 市民局総務部市民情報室 市民局総務部市民情報室 市民局総務部市民情報室 市民局総務部市民情報室 

新潟市 総務部総務課 総務部総務課 市民生活部広聴相談課 
市民生活部市民生活課 
市民生活部市民生活課消費生活センター 

静岡市 総務局政策法務課 総務局政策法務課 総務局政策法務課 市民局生活安心安全課消費生活センター 

浜松市 総務部文書行政課 総務部文書行政課 総務部文書行政課 市民部市民生活課くらしのセンター 

名古屋市 市民経済局市民生活部市政情報室 市民経済局市民生活部市政情報室 市民経済局市民生活部市政情報室 市民経済局市民生活部市政情報室 



  

総括課 
施策別の担当部署 

「保有する個人情報の保護」の総括課 
（法第11条） 

「区域内の事業者への支援」の総括課 
（法第12条） 

「苦情処理のあっせん等」の総括課 
（法第13条） 

京都市 総合企画局情報化推進室情報管理担当 総合企画局情報化推進室情報管理担当 総合企画局情報化推進室情報管理担当 
文化市民局市民生活部消費生活総合セン 
ター 
（消費生活に関する事項） 

 
大阪市 

 

総務局行政部行政課（情報公開グループ） 

 

総務局行政部行政課（情報公開グループ） 

 
市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 

市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 
（民間事業者の個人情報保護） 
消費者センター（消費生活にともなう個
人情報保護） 

堺市 市長公室広報部市政情報課 市長公室広報部市政情報課 市長公室広報部市政情報課 
市長公室広報部市政情報課 
堺市立消費生活センター 

神戸市 市民参画推進局市民情報サービス課 市民参画推進局市民情報サービス課 市民参画推進局市民情報サービス課 生活情報センター 

岡山市 総務局行政事務管理課 総務局行政事務管理課 総務局行政事務管理課 市民生活局生活安全課消費生活センター 

広島市 企画総務局公文書館 企画総務局公文書館 企画総務局公文書館 市民局消費生活センター 

北九州市 総務局文書館 総務局文書館 総務局文書館 市民文化スポーツ局安全・安心推進部消費生活センター 

福岡市 総務企画局行政部情報公開室 総務企画局行政部情報公開室 総務企画局行政部情報公開室 
総務企画局行政部情報公開室 
市民局市民生活部消費生活センター 

熊本市 総務局法制課 総務局法制課 総務局法制課 
総務局法制課市政情報プラザ 
農水商工局商工振興課消費者センター 

 


