
○市町村の消費生活相談窓口 令和３年１月４日現在

市町村名 担当課 名　　称 開設日 相談時間 場　　所 電話番号(内線) FAX番号

奈良市
商
工
消費生活センター 月～金 9:00～16:00 奈良市役所北棟２階 0742-34-4895(直通) 0742-34-4825

大和高田市 広報情報課消費生活センター 月～金
10:00～12:00
13:00～16:00

大和高田市役所３階
0745-22-1101(274・
314）

0745-44-3117

大和郡山市
人
権
消費者センター 月～金 9:00～16:00 大和郡山市役所２階　市民相談室内　213番窓口 0743-53-1583(直通) 0743-53-1211

天理市
商
工

山添村

橿原市 商工経済課消費生活センター 月～木
10:00～12:00
13:00～16:00

（受付：15時30分まで）

かしはらナビプラザ４階
（橿原市内膳町一丁目６番８号）

0744-47-2360 0744-29-7022

桜井市
市
民
課
消費生活センター 月・火・水・金 10:00～16:00

桜井市中央公民館１階　消費生活センター
（桜井市大字粟殿202番地）

0744-42-9111(263・
264)

0744-45-0962

五條市 農林商工観光課 木 10:00～15:00 五條市役所第２分庁舎３階相談室 0747-22-4001(386） 0747-22-2202

野迫川村 住民課 月～金 9:00～17:00 野迫川村役場住民課内 0747-37-2101 0746-37-2107

十津川村 総務課 月～金 9:00～17:00 十津川村役場総務課内 0746-62-0990 0746-62-0580

御所市 商工観光課
木

（祝日は翌日）
10:00～16:00 御所市役所消費者相談室 0745-62-3001(242) 0745-65-5006

葛城市 市民課
月

（祝日は翌日）
10:00～16:00

偶数月：葛城市役所當麻庁舎２階会議室
奇数月：葛城市役所新庄庁舎４階会議室

0745-69-3001
偶数月(2808)
奇数月(1481)

0745-48-2302

生駒市
生
活
安
消費生活センター 月～金 9:00～16:30

生駒セイセイビル１階
(生駒市元町一丁目６番12号)

0743-73-0550 0743-73-0551

香芝市 商工農産課消費生活センター 月・火･水･金 香芝市役所１階 0745-44-3313(直通) 0745-78-3830

宇陀市 商工観光課

曽爾村 総務課

御杖村 住民生活課

平群町 経済建設課 月 10:00～16:00 平群町役場第２会議室 0745-45-1017(645) 0745-45-0211

安堵町 総務課 火 13:00～16:00 安堵町役場１階消費生活相談室 0743-57-1511(215) 0743-57-1525

住民課 水 13:00～16:00

第４水
10:00～12:00
13:00～16:00

木 13:00～16:00

第４木
9:00～12:00
13:00～16:00

川西町 産業振興課
第１・３火（第５火
は三宅町と輪番）

10:00～15:00 川西町役場内２階相談室 0745-44-2611(280) 0745-44-4734

三宅町
第２・４火（第５火
は川西町と輪番）

10:00～15:00 三宅町役場３階第２会議室 0745-43-3588 0745-43-0922

田原本町 住民生活課消費生活相談室 火・金 10:00～15:00 田原本町役場１階1C相談室 0744-32-2901(174) 0744-32-2977

高取町

明日香村 住民課

火 13:00～17:00

木 9:00～13:00

総務課 月 13:00～17:00

金 9:00～13:00

王寺町 住民課消費生活相談室 火・木 10:00～15:00 王寺町役場１階消費相談室 0745-73-2001(516) 0745-73-6311

吉野町 町民課消費者生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 吉野町役場町民課内 0746-32-3081(128) 0746-32-3507

大淀町 人権住民課消費生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 大淀町役場人権住民課内 0747-52-5501（124） 0747-52-5505

下市町 建設産業課消費相談窓口 月～金 8:30～17:15 下市町役場住民保険課内 0747-52-0001(134) 0747-52-0007

黒滝村 建設産業課消費生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 黒滝村役場住民生活課内 0747-62-2031 0747-62-2569

天川村 消費生活相談窓口 月～金 8:15～17:00 天川村役場住民課内 0747-63-0321 (163) 0747-63-0329

下北山村 建設産業課消費生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 下北山村役場住民課内 07468-6-0001 07468-6-0377

上北山村 建設産業課消費生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 上北山村役場住民課内 07468-２-0001 07468-3-0265

川上村 消費生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 川上村役場住民福祉課内 0746-52-0111（25） 0746-52-0345

東吉野村 建設産業課消費生活相談窓口 月～金 8:30～17:15 東吉野村役場住民福祉課内 0746-42-0441（160） 0746-42-1255

４～６月　川上村役場内 0746-52-0111(32) 0746-52-0345

７～９月　吉野町役場内 0746-32-3081(114) 0746-32-3507

10～12月　下市町役場内 0747-52-0001(134) 0747-52-0007

１～３月　大淀町役場内 0747-52-5501(151) 0747-52-4310

○県の消費生活相談窓口

開設日 相談時間 場　　所 電　話　番　号 FAX番号

奈良県消費生活センター 月～金 9:00～16:30 奈良市三条本町８番１号　シルキア奈良２階 0742-36-0931 0742-32-2686

奈良県消費生活センター中南和相談所 月～金 9:00～16:30
大和高田市片塩町12番５号
大和高田市市民交流センター（コスモスプラザ）３階

0745-22-0931 0745-22-4999

※特記のないものは、祝日・年末年始にあたる場合は休み

明日香村健康福祉センター相談室 0744-54-2282 0744-54-5551

0745-82-5874

上牧町役場１階相談室 0745-76-10020745-76-1001（136）

0745-56-4007

0743-63-1226

0745-55-6585

0745-82-8211

0745-73-6334

0745-74-1011

吉野町、大淀町、
下市町、黒滝村、
天川村、下北山村、
上北山村、川上村、
東吉野村

吉野郡消費者生活実践連
絡協議会（吉野郡消費者
生活相談窓口）（連携）

木 13:00～16:00

名　　　　　　　称

消費生活相談窓口（連携）

上牧町

消費生活相談室（連携）

消費生活相談窓口（連携）

河合町 河合町役場２階相談室 0745-57-0200(227)

消費生活相談窓口（連携）三郷町 三郷町役場１階住民相談室 0745-73-2101(113)

斑鳩町

火 13:00～16:00

10:00～12:00
13:00～15:00

斑鳩町役場１階第３会議室 0745-74-1001(163)

広陵町総合保健福祉会館　さわやかホール
１階相談室２　(広陵町笠161-2)

0745-55-1001(2142)

宇陀市消費生活相談窓口
（連携）

月・木 13:00～16:00 宇陀市役所２階213会議室

消費生活相談窓口（連携）

消費生活相談窓口（連携）

広陵町 木消費生活相談窓口

天理市消費生活センター
（連携）

月～金
10:00～12:00
12:45～16:00

天理市役所地下１階
0743-63-1001(770・
785)

奈良県内の消費生活相談窓口


