個人情報に関する苦情相談窓口（宮城県）
◎都道府県・政令指定都市 （設置団体数：2団体 設置窓口数：11箇所）
自治体名

名 称

〒

住 所

電話番号

宮城県

宮城県消費生活センター

980-8570 仙台市青葉区本町３丁目8-1

022-261-5161

宮城県

宮城県県政情報センター

980-8570 仙台市青葉区本町３丁目8-1

022-211-2263

989-1243 大河原町字南129-1

0224-52-5700

981-8505 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

022-275-9115

989-6117 大崎市旭四丁目1-1

0229-22-5700

987-2251 栗原市築館藤木5-1

0228-23-5700

987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

0220-22-5700

986-0812 石巻市東中里一丁目4-32

0225-93-5700

988-0034 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

0226-22-7000
022-214-8044

宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県

大河原地方振興事務所
県民サービスセンター
仙台地方振興事務所
県民サービスセンター
北部地方振興事務所
県民サービスセンター
北部地方振興事務所栗原地域事務
所
東部地方振興事務所登米地域事務
所
東部地方振興事務所
県民サービスセンター
気仙沼地方振興事務所
県民サービスセンター

仙台市

仙台市総務局総務部文書法制課

980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1

仙台市

仙台市市民局市民生活部
消費生活センター

980-0811

仙台市青葉区一番町4-11-1
141ビル5階

022-268-8305

◎市区町村 （設置団体数：35団体 設置窓口数49箇所）
自治体名

名 称

〒

住 所

電話番号

石巻市

石巻市総務部総務課情報公開担当 986-8501 石巻市穀町14-1

0225-95-1111

塩竈市

塩竈市市民相談コーナー

985-8501 塩竈市旭町1-1

022-364-1111

気仙沼市秘書広報課

988-8501 気仙沼市八日町一丁目1-1

0226-22-6600

気仙沼市 気仙沼市総務部総務課文書情報係 988-8501 気仙沼市八日町一丁目1-1

0226-22-6600

気仙沼市唐桑総合支所総務企画課
988-0535 気仙沼市唐桑町馬場181-1
総務防災係

0226-32-4520

白石市

白石市総務課文書係

0224-22-1331

名取市

名取市総務部市政情報課情報統計係 981-1292 名取市増田字柳田80

022-384-2111

角田市市民福祉部生活環境課
市民相談係

981-1592 角田市角田字大坊41

0224-63-2118

角田市総務部総務課総務係

981-1592 角田市角田字大坊41

0224-63-2111

985-8531 多賀城市中央二丁目1-1

022-368-1141

989-2480 岩沼市桜一丁目6-20

0223-22-1111

岩沼市総務部さわやか市政推進課 989-2480 岩沼市桜一丁目6-20

0223-22-1111

登米市

登米市総務課総務法制係

987-0595 登米市迫町佐沼字中江二丁目6-1

0220-22-2091

栗原市

栗原市企画部市政情報課

987-2293 栗原市築館薬師一丁目7-1

0228-22-1126

東松島市総務部総務課総務班

981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1

0225-82-1111

東松島市総務部市民課窓口サービス班 981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1

0225-82-1111

大崎市

大崎市総務部市政情報課

0229-23-5091

富谷市

富谷市総務部総務課総務管理担当 981-3392 富谷市富谷坂松田30

022-358-0621

蔵王町

蔵王町総務課

989-0892 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10

0224-33-2211

989-0592 刈田郡七ヶ宿町関126

0224-37-2111

角田市

多賀城市 多賀城市市民相談室
岩沼市総務部総務課情報公開係

989-0292 白石市大手町1-1

岩沼市

東松島市

七ヶ宿町 七ヶ宿町総務課総務係

989-6188 大崎市古川七日町1-1

個人情報に関する苦情相談窓口（宮城県）
自治体名

名 称

大河原町 大河原町総務課庶務人事係

〒

住 所

電話番号

989-1295 柴田郡大河原町字新南19

0224-53-2111

村田町

村田町総務課総務班

989-1392 柴田郡村田町大字村田字迫6

0224-83-2111

柴田町

柴田町町民環境課町民窓口班

989-1622 柴田郡柴田町船岡中央2丁目3-45

0224-55-2113

川崎町

川崎町総務課庶務係

989-1501 柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1

0224-84-2111

丸森町

丸森町総務課人事行政班

981-2192 伊具郡丸森町字鳥屋120

0224-72-3022

亘理町

亘理町総務課総務班

989-2393 亘理郡亘理町字下小路7-4

0223-34-1111

山元町

山元町総務課総務班

989-2292 亘理郡山元町浅生原字作田山32

0223-37-1111

松島町総務課情報公開室

981-0215 宮城郡松島町高城字帰命院下一19-1

022-354-5809

松島町産業観光課商工観光班
（消費生活相談）

981-0215 宮城郡松島町高城字帰命院下一19-1

022-354-5708

985-8577 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1

022-357-7436

松島町

七ヶ浜町 七ヶ浜町総務課総務係
利府町

利府町総務課総務管理班

981-0112 宮城郡利府町利府字新並松4

022-767-2112

大和町

大和町総務課広報班

981-3680 黒川郡大和町吉岡字西桧木１番地の１

022-345-1112

大郷町総務課電算係

981-3592 黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8

022-359-5500

大郷町企画調整課みんなの室

981-3592 黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8

022-359-5537

大衡村

大衡村総務課

981-3692 黒川郡大衡村大衡字平林62

022-345-5111

色麻町

色麻町総合振興課総務係

981-4122 加美郡色麻町四竃字北谷地41

0229-65-2111

加美町総務課総務係

981ｰ4292 加美郡加美町字西田3-5

0229-63-3111

加美町商工観光課商工振興係

981-4292 加美郡加美町字西田3-5

0229-63-6000

涌谷町町民税務課

987-0192 遠田郡涌谷町字新町裏153-2

0229-43-2111

涌谷町総務企画課

987-0192 遠田郡涌谷町字新町裏153-2

0229-43-2111

美里町総務課文書法令係

987-8602 遠田郡美里町北浦字駒米13

0229-33-2111

美里町町民生活課生活環境係

987-8602 遠田郡美里町北浦字駒米13

0229-33-2114

大郷町

加美町

涌谷町

美里町
美里町南郷総合支所総務課総務係 989-4205 遠田郡美里町木間塚字中央1

0229-58-1211

美里町南郷総合支所
町民生活課生活環境係

989-4205 遠田郡美里町木間塚字中央1

0229-58-2371

女川町総務課総務係

986-2292 牡鹿郡女川町女川浜字女川136

0225-54-3131

女川町商工観光課商工労働係

986-2243 牡鹿郡女川町鷲神浜鷲神229

0225-53-4033

南三陸町総務課総務法令係

986-0792 本吉郡南三陸町志津川字沼田56-2

0226-46-1370

南三陸町産業振興課商工振興係

986-0792 本吉郡南三陸町志津川字沼田56-2

0226-46-1378

女川町

南三陸町

