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◎都道府県･政令指定都市　（設置窓口数：5箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

長野県 長野県総務部情報公開・法務課 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7059

長野県 長野県北信消費生活センター 380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1 026-223-6777

長野県 長野県中信消費生活センター 390-0852 松本市大字島立1020 0263-40-3660

長野県 長野県南信消費生活センター 395-0034 飯田市追手町2-641-47 0265-24-8058

長野県 長野県東信消費生活センター 386-8555 上田市材木町1-2-6 0268-27-8517

◎市区町村　（設置団体数：77団体　設置窓口数：81箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

長野市 長野市庶務課情報管理室 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613 026-224-5160

長野市 長野市消費生活センター 380-0835 長野市大字南長野新田町1485－1 026-224-5021

松本市 松本市総務部行政管理課 390-8620 松本市丸の内3番7号 0263-34-3000

松本市 松本市消費生活センター 390-8620 松本市丸の内3番7号 0263-36-8832

上田市 上田市総務部総務課文書法規係 386-8601 上田市大手1-11-16 0268-22-4100

岡谷市 岡谷市総務部総務課行政担当 394-8510 岡谷市幸町8-1 0266-23-4811

飯田市 飯田市総務部総務文書課 395-8501 飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511

諏訪市 諏訪市総務課庶務法規係 392-8511 諏訪市高島1丁目22-30 0266-52-4141

須坂市 須坂市総務課 382-8511 須坂市大字須坂1528-1 026-245-1400

小諸市 小諸市消費生活センター 384-8501 小諸市相生町三丁目3-3 0267-22-1700

伊那市 伊那市総務部総務課文書法規係 396-8617 伊那市下新田3050 0265-78-4111

伊那市 伊那市消費生活センター 396-8617 伊那市下新田3050 0265-78-4111

駒ヶ根市 駒ヶ根市総務課 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-83-2111

駒ヶ根市 駒ヶ根市消費生活センター 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-83-2111

中野市 中野市総務部庶務課庶務文書係 383-8614 中野市三好町一丁目3-19 0269-22-2111

大町市 大町市総務部庶務課行政管理係 398-8601 大町市大町3887 0261-22-0420

飯山市 飯山市総務部庶務課 389-2292 飯山市大字飯山1110-1 0269-62-3111

茅野市 茅野市消費生活センター 391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 0266-72-2101

塩尻市 塩尻市総務部庶務課行政係 399-0786 塩尻市大門七番町3-3 0263-52-0280

佐久市 佐久市庶務課文書法規係 385-8501 佐久市中込3056 0267-62-2111

千曲市 総務部総務課行政管理係 387-8511 長野県千曲市大字杭瀬下84 026-273-1111

東御市 東御市総務部総務課総務係 389-0592 東御市県281-2 0268-62-1111

安曇野市 安曇野市総務部総務管理課文書法規担当 399-8205 安曇野市豊科4932番地46 0263-71-2000
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

佐久穂町 佐久穂町総務課 384-0697 南佐久郡佐久穂町大字高野町569 0267-86-2525

小海町 小海町総務課 384-1192 南佐久郡小海町大字豊里57-1 0267-92-2525

川上村 川上村総務課 384-1405 南佐久郡川上村大字大深山525 0267-97-2121

南牧村 南牧村総務課 384-1302 南佐久郡南牧村大字海ノ口1051 0267-96-2211

南相木村 南相木村総務課 384-1211 南佐久郡南相木村3525-1 0267-78-2121

北相木村 北相木村総務企画課 384-1201 南佐久郡北相木村2744 0267-77-2111

軽井沢町 軽井沢町総務課庶務係 389-0192 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381-1 0267-45-8111

御代田町 御代田町総務課庶務係 389-0292 北佐久郡御代田町御代田2464-2 0267-32-3111

立科町 立科町町づくり推進課 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2532 0267-56-2311

長和町 長和町総務課総務係 386-0602 小県郡長和町長久保525-1 0268-68-3111

青木村 青木村総務企画課総務係 386-1601 小県郡青木村大字田沢111 0268-49-0111

下諏訪町 下諏訪町総務課情報防災係 393-8501 諏訪郡下諏訪町4613-8 0266-27-1111

富士見町 富士見町総務課文書情報係 399-0292 諏訪郡富士見町落合10777 0266-62-9324

原村 原村総務課企画係 391-0192 諏訪郡原村6549-1 0266-79-2111

辰野町 辰野町住民税務課生活環境係 399-0493 上伊那郡辰野町中央1 0266-41-1111

辰野町 辰野町総務課文書係 399-0493 上伊那郡辰野町中央1 0266-41-1111

箕輪町 箕輪町総務課 399-4695 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 0265-79-3111

飯島町 飯島町総務課 399-3797 上伊那郡飯島町飯島2537番地 0265-86-3111

南箕輪村 南箕輪村総務課情報係 399-4592 上伊那郡南箕輪村4825番地１ 0265-72-2104

中川村 中川村総務課庶務係 399-3892 上伊那郡中川村大草4045-1 0265-88-3001

宮田村 宮田村総務課総務係 399-4392 上伊那郡宮田村98 0265-85-3181

松川町 松川町総務課行政庶務係 399-3303 下伊那郡松川町元大島3823 0265-36-7021

高森町 高森町総務課行政係 399-3193 下伊那郡高森町下市田2183-1 0265-35-9402

阿南町 阿南町総務課 399-1511 下伊那郡阿南町東條58番地1 0260‐22-2141

阿智村 阿智村総務課庶務係 395-0303 下伊那郡阿智村駒場483 0265-43-2220

平谷村 平谷村総務課 395-0601 下伊那郡平谷村354 0265-48-2211

根羽村 根羽村総務課 399-0701 下伊那郡根羽村1762 0265-49-2111

下條村 下条村総務課 399-2101 下伊那郡下條村睦沢8801-1 0260-27-2311

売木村 売木村総務課 399-1601 下伊那郡売木村968-1 0260-28-2311

天龍村 天龍村総務課総務係 399-1201 下伊那郡天龍村平岡878 0260-32-2001

泰阜村 泰阜村総務課 399-1895 下伊那郡泰阜村3236-1 0260-26-2111
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

喬木村 喬木村総務課 395-1107 下伊那郡喬木村6664 0265-33-5120

豊丘村 豊丘村総務課総務係 399-3295 下伊那郡豊丘村大字神稲3120 0265-35-3311

大鹿村 大鹿村総務課 399-3502 下伊那郡大鹿村大字大河原354 0265-39-2001

木曽町 木曽町総務課行政係 397-8588 木曽郡木曽町福島2326番地6 0264-22-3000

上松町 上松町総務課総務係 399-5603 木曽郡上松町駅前通り2-13 0264-52-2001

南木曽町 南木曽町総務課 399-5301 木曽郡南木曽町読書3668-1 0264-57-2001

木祖村 木祖村総務課 399-6201 木曽郡木祖村大字薮原1191-1 0264-36-2001

王滝村 王滝村総務課 397-0201 木曽郡王滝村3623 0264-48-2001

大桑村 大桑村総務課総務係 399-5503 木曽郡大桑村大字長野2778 0264-55-3080

筑北村 筑北村総務課 399-7601 東筑摩郡筑北村2187 0263-66-2211

麻績村 麻績村総務課 399-7701 東筑摩郡麻績村麻3837 0263-67-3001

生坂村 生坂村総務課総務係 399-7201 東筑摩郡生坂村5493-2 0263-69-3111

山形村 山形村総務課 390-1392 東筑摩郡山形村2030-1 0263-98-3111

朝日村 朝日村総務課 390-1188 東筑摩郡朝日村大字小野沢296-5 0263-99-2001

池田町 池田町総務課総務係 399-8696 北安曇郡池田町大字池田3203-6 0261-62-3131

松川村 松川村総務課 399-8501 北安曇郡松川村76-5 0261-62-3111

白馬村 白馬村総務課総務係 399-9393 北安曇郡白馬村北城7025 0261-72-5000

小谷村 小谷村総務課 399-9494 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 0261-82-2001

坂城町 坂城町総務課 389-0692 埴科郡坂城町大字坂城10050 0268-82-3111

小布施町 総務グループ 381－0297 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 026-247-3111

高山村 高山村総務課 382-8510 上高井郡高山村大字高井4972 026-245-1100

山ノ内町 山ノ内町総務課庶務文書係 381-0498 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 0269-33-3111

木島平村 木島平村総務課 389-2392 下高井郡木島平村大字往郷973-1 0269-82-3111

野沢温泉村 野沢温泉村総務課 389-2592 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 0269-85-3111

信濃町 信濃町総務課庶務係 389-1392 上水内郡信濃町大字柏原428番地2 026-255-3111

飯綱町 飯綱町総務課 389-1293 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 026-253-2511

小川村 小川村総務課総務係 381-3302 上水内郡小川村高府8800-8 026-269-2323

栄村 栄村総務課 389-2792 下水内郡栄村北信3433 0269-87-3112
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