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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

福島県 福島県県政情報センター(総務部文書法務課) 960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7083

◎市区町村　（設置団体数：60団体　設置窓口数：64箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

福島市 福島市総務部情報管理課文書係 960-8601 福島市五老内町3番1号
024-535-1111

(内線2336,2337)

福島市 福島市市民情報室 960-8601 福島市五老内町3番1号 024-525-3714

会津若松市 会津若松市総務課（文書法規グループ） 965-8601 会津若松市東栄町3-46 0242-39-1211

郡山市

郡山市政策開発部ソーシャルメディア推進課市政
情報センター
（郡山市が保有する個人情報の取り扱いについて
の苦情に対応）

963-8601 郡山市朝日1丁目23-7 024-924-3511

郡山市
郡山市市民部市民安全課消費生活センター
（事業者と本人との間に生じた個別具体的な苦情
に対応）

963-8601 郡山市朝日1丁目23-7 024-921-0333

いわき市　　　 いわき市総務部総務課 970-8686 いわき市平字梅本21番地　
0246-22-1111
（内線2127）

白河市 白河市総務部総務課文書法規係 961-8602 白河市八幡小路7番地1
0248-22-1111
（内線2312）

須賀川市 須賀川市行政管理部行政管理課 962-8601 須賀川市八幡町135 0248-75-1111

喜多方市
喜多方市市民部生活環境課生活安全係
（事業者が保有する消費者の個人情報に関する
こと）

966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2 0241-24-5221

喜多方市
喜多方市総務部総務課行政班
（喜多方市が保有する個人情報に関すること） 966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2 0241-24-5204

相馬市 相馬市市政情報コーナー 976-8601 相馬市中村字大手先13番地 0244-37-2218

二本松市 二本松市総務部人事行政課行政係 964-8601 二本松市金色403番地1 0243-55-5084

田村市 田村市総務部総務課行政係 963-4393 田村市船引町船引字馬場川原20 0247-81-2111

南相馬市 南相馬市総務課情報公開室（法務文書係） 975-8686 南相馬市原町区本町2丁目27番地 0244-24-5222

伊達市 伊達市総務部総務課文書法規係 960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 024-575-1111

本宮市 本宮市総務部総務課 969-1192 本宮市本宮字万世212 0243-33-1111

桑折町 桑折町総務課 969-1692 伊達郡桑折町字東大隅18 024-582-2111

国見町 国見町総務課 969-1792 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二2-1 024-585-2111

川俣町 川俣町総務課 960-1492 伊達郡川俣町字五百田30番地 024-566-2111

飯野町 飯野町総務課総務班 960-1392 伊達郡飯野町大字飯野字後川10-2 024-562-2111

大玉村 大玉村総務課情報広聴係 969-1392 安達郡大玉村玉井字星内70 0243-48-3131

鏡石町 鏡石町総務課 969-0492 岩瀬郡鏡石町不時沼 345 0248-62-2111

天栄村 天栄村総務課 962-0592 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78 0248-82-2111

下郷町 下郷町総務課総務係 969-5345 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000 0241-69-1122

檜枝岐村 檜枝岐村総務課 967-0525 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880 0241-75-2500
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

只見町 只見町総務課総務係 968-0421 南会津郡只見町大字只見字雨堤1039 0241-82-5210

南会津町 南会津町総務課 967-8501 南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1 0241-62-6100

北塩原村 北塩原村総務企画課 966-0485 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151 0241-23-3111

西会津町 西会津町総務課総務係 969-4495 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3261 0241-45-2211

磐梯町 磐梯町総務課 969-3392 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855番地 0242-74-1223

猪苗代町 猪苗代町総務課 969-3123 耶麻郡猪苗代町字城南100番地 0242-62-2111

会津坂下町 会津坂下町政策財務課政策企画班 969-6592 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地 0242-84-1504

湯川村 湯川村総務課 969-3593 河沼郡湯川村大字笈川字長瀞甲875-5 0241-27-8800

柳津町 柳津町総務課 969-7201 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地 0241-42-2112

三島町 三島町総務課 969-7511 大沼郡三島町大字宮下字宮下350 0241-48-5511

金山町 金山町総務課 968-0011 大沼郡金山町大字川口字谷地393番地 0241-54-5215

昭和村 昭和村総務課住民係 968-0103 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652 0241-57-2115

会津美里町 会津美里町総務課広報電算係 969-6292 大沼郡会津美里町字宮北3163 0242-55-1191

西郷村 西郷村総務課広報統計係 961-8501 西白河郡西郷村熊倉字折口原40 0248-25-1112

泉崎村 泉崎村総務課 969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字新宿2 0248-53-2111

中島村 中島村総務課 961-0192 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 0248-52-2111

矢吹町 矢吹町総務課 969-0296 西白河郡矢吹町一本木101番地 0248-42-2111

棚倉町 棚倉町情報公開担当窓口 963-6192 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地 0247-33-2112

矢祭町 矢祭町総務課総務グループ 963-5192 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66番地 0247-46-3131

矢祭町 矢祭町住民課住民グループ 963-5192 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66番地 0247-46-4574

塙町 塙町総務課 963-5492 東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21 0247-43-2111

鮫川村 鮫川村総務課 963-8401 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39-5 0247-49-3111

石川町 石川町総務課総務係 963-7893 石川郡石川町字下泉153-2 0247-26-2111

玉川村 玉川村総務課 963-6392 石川郡玉川村大字小高字中畷9 0247-57-4621

平田村 平田村総務課 963-8292 石川郡平田村大字永田字広町34 0247-55-3111

浅川町 浅川町総務課 963-6204 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 0247-36-4121

古殿町 古殿町総務課総務係 963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原31 0247-53-4611

三春町 三春町総務課 963-7796 田村郡三春町字大町1-2 0247-62-8125

小野町 小野町総務課 963-3492 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 0247-72-2111

広野町 広野町総務課 979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 0240-27-2111

楢葉町 楢葉町総務課 979-0696 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 0240-25-2111

（いわき出張所） 970-8044 いわき市中央台飯野3-3-1 0246-46-2551
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

富岡町 富岡町総務課 979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 0240-22-2111

（郡山事務所） 963-0201 郡山市大槻町字西ノ宮48-5 0120-33-6466

川内村 川内村総務課 979-1292 双葉郡川内村大字川内字早渡11-24 0240-38-2111

大熊町 大熊町総務課 979-1308 双葉郡大熊町大字下野上字大野634 0240-32-2111

（会津若松出張所） 965-0873 会津若松市追手町2-41 0242-26-3844

双葉町 双葉町総務課 979-1495 双葉郡双葉町大字新山字前沖28番地
0240-33-2111

（内線231）

（いわき事務所） 974-8212 いわき市東田町二丁目19-4 0246-84-5201

浪江町 浪江町総務課文書広報係 979-1592 双葉郡浪江町幾世橋字六反田7-2 0240-34-0239

（二本松事務所） 964-0984 二本松市北トロミ573 0243-62-0123

葛尾村 葛尾村総務課総務企画係 979-1602 双葉郡葛尾村落合字落合16 0240-29-2111

（三春出張所） 963-7719 田村郡三春町大字貝山字井堀田287-1 0247-61-2850

新地町 新地町総務課　 979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 0244-62-2110

飯舘村 飯舘村総務課 960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580-1 0244-42-1611

（飯野出張所） 960-1301 福島市飯野町字後川10-2 024-562-4200
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