個人情報に関する苦情相談窓口（東京都）
◎都道府県･政令指定都市 （設置窓口数：1箇所）
自治体名
東京都

名 称
東京都生活文化局
広報広聴部情報公開課

〒

住 所

163-8001 新宿区西新宿2-8-1

電話番号
03-5388-3160

◎市区町村 （設置団体数：62団体 設置窓口数：95箇所）
自治体名

名 称

〒

住 所

電話番号

千代田区

千代田区政策経営部総務課

102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

03-5211-4138

千代田区

千代田区消費生活センター

102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

03-5211-4314

中央区

中央区総務部総務課情報公開係

104-8404 中央区築地1-1-1

03-3546-5291

中央区

中央区消費者生活センター

104-8404 中央区築地1-1-1

03-3543-0084

港区

港区総務部区政情報課

105-8511 港区芝公園1-5-25

03-3578-2111
(内線2082)

港区

港区立消費者センター

108-0023 港区芝浦1-16-1みなとパーク芝浦2階

03-3456-4159

新宿区

新宿消費生活センター

160-0022 新宿区新宿5-18-21

03-5273-3830

文京区

文京区総務部総務課

112-8555 文京区春日1-16-21

03-5803-1381

文京区

文京区消費生活センター

112-8555

台東区

台東区消費者相談コーナー

110-8615 台東区東上野4-5-6

03-5246-1133

墨田区

墨田区すみだ消費者センター・消費者
相談室

131-0045 墨田区押上2-12-7-215

03-5608-1773

墨田区

墨田区総務部総務課
文書管理係

130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20

03-5608-6241

江東区

江東区消費者センター

135-0011 江東区扇橋3-22-2

03-5683-0321

品川区

品川区企画部広報広聴課

140-8715 品川区広町2-1-36

03-5742-6613

品川区

品川区消費者センター

140-0014 品川区大井1-14-1

03-5718-7182

目黒区

目黒区企画経営部広報課

153-8573 目黒区上目黒2-19-15

03-5722-9622

目黒区

目黒区企画経営部区民の声課

153-8573 目黒区上目黒2-19-15

03-5722-9424

目黒区

目黒区消費生活センター

153-0063 目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター

03-3711-1140

大田区

大田区総務部総務課

144-8621 大田区蒲田5-13-14

03-5744-1150

大田区

大田区立消費者生活センター

144-0052 大田区蒲田5-13-26-101

03-3736-0123

世田谷区

世田谷区消費生活センター

154-0004

渋谷区

渋谷区消費者センター

150-0002 渋谷区渋谷1-12-5

文京区春日1-16-21
文京シビックセンター地下2階

世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階
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03-5803-1106

03-3410-6522
03-3406-7644

個人情報に関する苦情相談窓口（東京都）
自治体名

名 称

〒

住 所

電話番号

渋谷区

渋谷区総務部文書課
個人情報・情報公開主査

中野区

中野区経営室経営分野文書・情報公開
164-8501 中野区中野4-8-1
担当

03-3389-1111
(内線2133)

中野区

中野区消費生活センター

164-8501 中野区中野4-8-1

03-3389-1196

杉並区

杉並区総務部情報政策課情報公開係
（個人情報保護制度窓口）

166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1

03-3312-2111
(内線3203)

杉並区

杉並区立消費者センター
（消費生活相談窓口）

167-0051

豊島区

豊島区区民相談コーナー

171-8422 豊島区南池袋2-45-1 区役所本庁舎４階

03-3981-4164

豊島区

豊島区消費生活センター

171-8422 豊島区南池袋2-45-1 区役所本庁舎４階

03-4566-2416

北区

北区総務部総務課文書係

114-8508 北区王子1-15-22

03-3908-8624

北区

北区消費生活センター

114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ11階

03-5390-1239
(内線81-2250)

荒川区

荒川区総務企画部総務企画課文書係

116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2-3

03-3802-3111
(内線2215)

荒川区

荒川区消費者相談室

116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2-3

03-5604-7055

板橋区

板橋区消費者センター

173-0004 板橋区板橋2-65-6

03-3579-2266

練馬区

練馬区消費生活センター

177-0041 練馬区石神井町 2-14-1

03-5910-4860

練馬区

練馬区総務部情報公開課個人情報保
護担当係

176-8501 練馬区豊玉北 6-12-1

03-5984-4513

足立区

足立区消費者センター

123-0851 足立区梅田7-33-1

03-3880-5385

足立区

足立区政策経営部区政情報課

120-8510 足立区中央本町1-17-1

03-3880-5225

葛飾区

葛飾区消費生活センター

124-0012 葛飾区立石5-27-1

03-5698-2316

江戸川区

江戸川区総務部総務課文書係（個人情
132-8501 江戸川区中央1-4-1
報保護制度窓口）

03-5662-6198

江戸川区

江戸川区消費者センター
(消費者生活相談窓口）

132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス内

03-5662-7635

八王子市

八王子市情報公開・個人情報保護コー
ナー

192-8501 八王子市元本郷町3-24-1

042-620-7321

八王子市

八王子市消費生活センター

192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階

042-631-5455

立川市

立川市市政情報コーナー

190-8666 立川市泉町1156-9

042-523-2111
(内線3305)

武蔵野市

武蔵野市市民部市民活動推進課（情報
180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
公開コーナー）

0422-60-1809

武蔵野市

武蔵野市消費生活センター

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館３階

0422-21-2971

三鷹市

三鷹市総務部相談・情報センター

181-8555 三鷹市野崎1-1-1

0422-45-1151
（内線2214）

150-8010 渋谷区渋谷1-18-21

杉並区荻窪5-15-13
あんさんぶる荻窪3階
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03-3463-1294

03-3398-3121

個人情報に関する苦情相談窓口（東京都）
自治体名

名 称

〒

住 所

電話番号

青梅市

青梅市総務部文書法制課情報公開文
書係

198-8701 青梅市東青梅1-11-1

0428-22-1111
（内線2491）

青梅市

青梅市生活安全部市民安全課（消費者
198-8701 青梅市東青梅1-11-1
相談）

0428-22-6000

府中市

府中市政策総務部広報課広聴担当

183-8703 府中市宮西町2-24

042-366-1711

昭島市

昭島市企画部企画政策課（法務担当）

196-8511 昭島市田中町1-17-1

042-544-5111
（内線2302・2303)

昭島市

昭島市消費生活相談室

196-8511 昭島市田中町1-17-1

042-544-9399

調布市

調布市生活文化スポーツ部文化振興課
182-8511 調布市小島町2-35-1
消費生活相談室

町田市

町田市総務部市政情報課

194-8520 町田市森野2-2-22

町田市

町田市市民部市民協働推進課消費生
活センター

194-0013

小金井市

小金井市総務部総務課情報公開係

184-8504 小金井市本町6-6-3

042-387-9926

小金井市

小金井市消費生活相談室

184-8504 小金井市本町6-6-3

042-384-4999

小平市

小平市総務部総務課文書法制担当

187-8701 小平市小川町2丁目1333

042-346-9580

小平市

小平市消費生活相談室

187-8701 小平市小川町2丁目1333

042-346-9550

日野市

日野市消費生活相談室

191-0011 日野市日野本町1-6-2

042-581-3556

日野市

日野市総務部総務課総務係（個人情報
191-8686 日野市神明1-12-1
保護担当）

042-585-1111

東村山市

東村山市総務部総務課

042-393-5111
（内線2317）

東村山市

東村山市市民部市民相談・交流課市民
189-8501 東村山市本町1-2-3
相談係

国分寺市

国分寺市政策部情報管理課文書担当

185-8501 国分寺市戸倉1-6-1

042-325-0111
（内線414）

国立市

国立市消費生活相談コーナー

186-8501 国立市富士見台2-47-1

042-576-3201

福生市

福生市総務部総務課法制係

197-8501 福生市本町5

042-551-1511
(内線2314)

福生市

福生市生活環境部シティセールス推進
課産業活性化グループ（消費生活相
談）

197-8501 福生市本町5

042-551-1511
内線(2512)

狛江市

狛江市企画財政部政策室政策法制担
当

201-8585 狛江市和泉本町1-1-5

03-3430-1111
内線(2452)

東大和市

東大和市子ども生活部市民生活課

207-8585 東大和市中央3-930

042-563-2111
内線(1713)

清瀬市

清瀬市総務部文書法制課

204-8511 清瀬市中里5-842

042-497-2031

清瀬市

清瀬市消費生活センター

204-0021 清瀬市元町1-4-17

042-495-6211

町田市原町田4-9-8
町田市民フォーラム内

189-8501 東村山市本町1-2-3
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042-481-7034
(内線7139・7140)
042-724-8407
042-722-0001

042-393-5111
（内線2552・2553）

個人情報に関する苦情相談窓口（東京都）
自治体名

名 称

〒

住 所

電話番号

東久留米市 東久留米市総務部総務課

203-8555 東久留米市本町3-3-1

042-470-7777
内線(2222)

武蔵村山市 武蔵村山市総務部文書情報課

208-8501 武蔵村山市本町1-1-1

042-565-1111
内線(385)

多摩市

多摩市消費生活センター

206-0025 多摩市永山1-5 ベルプ永山内

042-374-9595

稲城市

稲城市総務部情報管理課文書法制係

206-8601 稲城市東長沼2111

042-378-2111
内線(514・516)

羽村市

羽村市産業環境部産業課消費生活係

205-8601 羽村市緑ヶ丘5-1-30

042-555-1111
内線(640・641)

羽村市

羽村市企画総務部総務課法制係

206-8601 羽村市緑ヶ丘5-2-1

042-555-1111
内線(326・327)

あきる野市 あきる野市総務部総務課法規係

197-0814 あきる野市二宮350

042-558-1111
内線(2314)

あきる野市 あきる野市消費生活相談窓口

197-0814 あきる野市二宮350

042-558-1111

西東京市

西東京市消費者センター

202-0005 西東京市住吉町6-1-5

0424-25-4141

瑞穂町

瑞穂町企画部総務課法制係

190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335

042-557-7495

瑞穂町

瑞穂町消費生活相談窓口

190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

042-557-7633

日の出町

日の出町総務課

190-0192 西多摩郡日の出町大字平井2780

042-597-0511
内線(306)

檜原村

檜原村総務課庶務係

190-0212 西多摩郡檜原村467-1

042-598-1011
内線(213)

奥多摩町

奥多摩町総務課

198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6

0428-83-2111
内線(202)

奥多摩町

奥多摩町観光産業課（消費者相談窓
口）

198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6

0428-83-2111
内線(141)

大島町

大島町総務課文書係

100-0101 大島町元町1-1-14

04992-2-1443

利島村

利島村総務課

100-0301 利島村248

04992-9-0011

新島村

新島村総務課行政係

100-0402 新島村本村1-1-1

04992-5-0240
内線(104)

神津島村

神津島村総務課行政係

100-0601 神津島村904番地

04992-8-0011
内線(34)

三宅村

三宅村総務課庶務係

100-1212 三宅島三宅村阿古497

04994-5-0981
内線(211)

御蔵島村

御蔵島村総務課

100-1301 御蔵島村字入かねが沢

04994-8-2121

八丈町

八丈町総務課文書係

100-1498 八丈島八丈町大賀郷2551番地2

04996-2-1121
内線(107)

青ヶ島村

青ヶ島村総務課

100-1701 青ヶ島村無番地

04996-9-0111

小笠原村

小笠原村総務課

100-2101 小笠原村父島字西町

04998-2-3111
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