
【施設等機関、特別の機関】
当該窓口で受け付けることが

できる開示請求の宛て先
所　　　　在　　　　地 電話番号（代表）

自治大学校長 〒190-8581　東京都立川市緑町10番地の1 042-540-4500

情報通信政策研究所長 〒185-8795　東京都国分寺市泉町2-11-16 042-320-5800

統計研修所長 〒162-8668　新宿区若松町19-1 03-5273-1133

【地方支分部局】
当該窓口で受け付けることが

できる開示請求の宛て先
所　　　　在　　　　地 電話番号（代表）

北海道管区行政評価局 北海道管区行政評価局長 〒060-0808　札幌市北区北8条西2　札幌第１合同庁舎 011-709-2311

（函館行政監視行政相談センター） 北海道管区行政評価局長 〒040-0032　函館市新川町25-18　函館地方合同庁舎 0138-23-0909

（旭川行政監視行政相談センター） 北海道管区行政評価局長 〒078-8501　旭川市宮前1条3丁目3番15号　旭川合同庁舎 0166-38-3011

（釧路行政監視行政相談センター） 北海道管区行政評価局長 〒085-0022　釧路市南浜町5-9　釧路港湾合同庁舎 0154-23-7136

東北管区行政評価局 東北管区行政評価局長 〒980-0014　仙台市青葉区本町3-2-23　仙台第２合同庁舎 022-262-7831

青森行政監視行政相談センター 東北管区行政評価局長 〒030-0801　青森市新町2-4-25　青森合同庁舎 017-734-3354

岩手行政監視行政相談センター 東北管区行政評価局長 〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡合同庁舎２号館 019-622-3470

秋田行政監視行政相談センター 東北管区行政評価局長 〒010-0951　秋田市山王7-1-3　秋田合同庁舎 018-824-1426

山形行政監視行政相談センター 東北管区行政評価局長 〒990-0041　山形市緑町1-5-48　山形地方合同庁舎 023-632-3113

福島行政監視行政相談センター 東北管区行政評価局長 〒960-8021　福島市霞町1-46　福島合同庁舎 024-534-1101

関東管区行政評価局 関東管区行政評価局長
〒330-9717　さいたま市中央区新都心1-1　さいたま新都心合同庁舎１号
館

048-600-2300

茨城行政監視行政相談センター 関東管区行政評価局長 〒310-0061　水戸市北見町1-11　水戸地方合同庁舎 029-221-3347

栃木行政監視行政相談センター 関東管区行政評価局長 〒320-0043　宇都宮市桜5-1-13　宇都宮地方合同庁舎 028-634-4680

群馬行政監視行政相談センター 関東管区行政評価局長 〒371-0026　前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎 027-221-1648

千葉行政監視行政相談センター 関東管区行政評価局長 〒260-0024　千葉市中央区中央港1-11-3　千葉地方合同庁舎 043-246-9821

東京行政評価事務所 関東管区行政評価局長 〒169-0073　新宿区百人町3-28-8　新宿地方合同庁舎 03-5331-1750

神奈川行政評価事務所 関東管区行政評価局長 〒231-0023　横浜市中区山下町37-9　横浜地方合同庁舎 045-641-2832

新潟行政評価事務所 関東管区行政評価局長 〒950-8628　新潟市中央区美咲町1-1-1　新潟美咲合同庁舎1号館 025-282-1112

山梨行政監視行政相談センター 関東管区行政評価局長 〒400-0031　甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎 055-252-1496

長野行政監視行政相談センター 関東管区行政評価局長 〒380-0846　長野市旭町1108　長野第１合同庁舎 026-235-5566

中部管区行政評価局 中部管区行政評価局長 〒460-0001　名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第２号館 052-972-7411

富山行政監視行政相談センター 中部管区行政評価局長 〒930-0085　富山市丸の内1丁目5－13　富山丸の内合同庁舎5階 076-432-6337

石川行政評価事務所 中部管区行政評価局長 〒920-0024　金沢市西念3丁目4番1号　金沢駅西合同庁舎 076-222-5231

岐阜行政監視行政相談センター 中部管区行政評価局長 〒500-8114　岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎 058-246-4411

静岡行政監視行政相談センター 中部管区行政評価局長 〒420-0853　静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎 054-254-6451

統計研修所

管区行政評価局
行政評価支局
行政評価事務所等

開示請求窓口

自治大学校

情報通信政策研究所

開示請求窓口

総 務 省 情 報 公 開 窓 口 一 覧

★本省窓口
総務省情報公開閲覧室～本省が保有しているものについては、こ

ちらに請求してください。（注）

住 所：〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2（中央合同庁舎第2号館2階）
※閲覧室は施錠しています。ご来庁前にご連絡いただくか、
ご来庁の上、受付の案内に従ってください。

利用時間：9：30～12：00、13：00～17：00
休 館 日：土・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日から1月3日まで）

★地方支分部局、外局等の窓口
施設等機関、特別の機関、地方支分部局及び外局等の保有する個

人情報の開示請求については、下の表の長の窓口に請求してくださ
い。(受付時間については各窓口へお問い合わせください。)

（注）統計局、政策統括官（統計制度担当）、
政策統括官（恩給担当）が保有する行政文書につい

ては、総務省第2庁舎の情報公開窓口でも受け付けて
おりますので、なるべくこちらにご相談ください。

住 所：〒162-8668 新宿区若松町19-1
利用時間：9:30～12:00、13:00～17:00
休 館 日：土・日曜日、祝祭日、

年末年始（12月29日から1月3日まで）
電 話：03-5273-1133



当該窓口で受け付けることが
できる開示請求の宛て先

所　　　　在　　　　地 電話番号（代表）開示請求窓口

三重行政監視行政相談センター 中部管区行政評価局長 〒514-0033　津市丸之内26-8　津合同庁舎 059-227-6661

近畿管区行政評価局 近畿管区行政評価局長 〒540-8533　大阪市中央区大手前3-1-41  大手前合同庁舎 06-6941-8599

福井行政監視行政相談センター 近畿管区行政評価局長 〒910-0859　福井市日之出3-14-15　福井地方合同庁舎 0776-24-0403

滋賀行政監視行政相談センター 近畿管区行政評価局長 〒520-0044　大津市京町3-1-1　大津びわ湖合同庁舎 077-523-1926

京都行政監視行政相談センター 近畿管区行政評価局長 〒604-8482　京都市中京区西ノ京笠殿町38　京都地方合同庁舎 075-802-1140

兵庫行政評価事務所 近畿管区行政評価局長 〒650-0024　神戸市中央区海岸通29　神戸地方合同庁舎 078-331-9096

奈良行政監視行政相談センター 近畿管区行政評価局長 〒630-8213　奈良市登大路町81　奈良合同庁舎 0742-24-0300

和歌山行政監視行政相談センター 近畿管区行政評価局長 〒640-8143　和歌山市2-3　和歌山地方合同庁舎 073-431-8221

中国四国管区行政評価局 中国四国管区行政評価局長 〒730-0012　広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎第４号館 082-228-6171

鳥取行政監視行政相談センター 中国四国管区行政評価局長 〒680-0845　鳥取市富安2-89-4　鳥取第１地方合同庁舎 0857-24-5541

島根行政監視行政相談センター 中国四国管区行政評価局長 〒690-0841　松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎 0852-21-2749

岡山行政監視行政相談センター 中国四国管区行政評価局長 〒700-0984　岡山市桑田町1-36　岡山地方合同庁舎 086-231-4321

山口行政監視行政相談センター 中国四国管区行政評価局長 〒753-0088　山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎１号館 083-922-1590

四国行政評価支局 四国行政評価支局長 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館 087-826-0671

徳島行政監視行政相談センター 四国行政評価支局長 〒770-0851　徳島市徳島町城内6-6　徳島地方合同庁舎 088-654-1531

愛媛行政監視行政相談センター 四国行政評価支局長 〒790-0808　松山市若草町4-3　松山若草合同庁舎 089-941-7701

高知行政監視行政相談センター 四国行政評価支局長 〒780-0870　高知市本町4-3-41　高知地方合同庁舎 088-824-4100

九州管区行政評価局 九州管区行政評価局長 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎 092-431-7081

佐賀行政監視行政相談センター 九州管区行政評価局長 〒840-0041　佐賀市城内2-10-20　佐賀合同庁舎 0952-22-2651

長崎行政監視行政相談センター 九州管区行政評価局長 〒852-8106　長崎市岩川町16-16　長崎合同庁舎 095-849-1101

熊本行政評価事務所 九州管区行政評価局長 〒860-0047　熊本市西区春日2丁目10番1号　熊本地方合同庁舎B棟 096-324-1662

大分行政監視行政相談センター 九州管区行政評価局長 〒870-0016　大分市新川町2-1-36　大分合同庁舎 097-532-3715

宮崎行政監視行政相談センター 九州管区行政評価局長 〒880-0805　宮崎市橘通東3-1-22　宮崎合同庁舎 0985-24-3370

鹿児島行政監視行政相談センター 九州管区行政評価局長 〒892-0812　鹿児島市浜町2番5‐1号　鹿児島港湾合同庁舎 099-224-3247

沖縄行政評価事務所 沖縄行政評価事務所長 〒900-0006　那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎1号館 098-866-0145

総合通信局等
北海道総合通信局 北海道総合通信局長 〒060-8795　札幌市北区北8条西2丁目1-1　札幌第１合同庁舎 011-709-2311

東北総合通信局 東北総合通信局長 〒980-8795　仙台市青葉区本町3-2-23　仙台第２合同庁舎 022-221-5615

関東総合通信局 関東総合通信局長 〒102-8795　千代田区九段南1-2-1　九段第３合同庁舎 03-6238-1600

信越総合通信局 信越総合通信局長 〒380-8795　長野市旭町1108　長野第１合同庁舎 026-234-9963

北陸総合通信局 北陸総合通信局長 〒920-8795　金沢市広坂2-2-60　金沢広坂合同庁舎 076-233-4412

東海総合通信局 東海総合通信局長 〒461-8795　名古屋市東区白壁1-15-1　名古屋合同庁舎第３号館 052-971-9105

近畿総合通信局 近畿総合通信局長 〒540-8795　大阪市中央区大手前1-5-44　大阪合同庁舎第１号館 06-6942-8509

中国総合通信局 中国総合通信局長 〒730-8795　広島市中区東白島町19-36 082-222-3303

四国総合通信局 四国総合通信局長 〒790-8795　松山市味酒町2-14-4 089-936-5005

九州総合通信局 九州総合通信局長 〒860-8795　熊本市西区春日2-10-1 096-326-7328

沖縄総合通信事務所 沖縄総合通信事務所長 〒900-8795　那覇市旭町1-9　カフーナ旭橋 B街区 098-865-2300

【外局等】
当該窓口で受け付けることが

できる開示請求の宛て先
所　　　　在　　　　地 電話番号（代表）

公害等調整委員会事務局長 〒100-0013　千代田区霞が関3-1-1　中央合同庁舎第４号館 03-3581-9601

消防庁長官 〒100-8927　千代田区霞が関2-1-2　中央合同庁舎第２号館 03-5253-5111消防庁

公害等調整委員会

※　各通信局出張所に係るものについては、上記の各総合通信局又は総合通信事務所へ請求してください。

開示請求窓口
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