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◆徳島県消費者情報センター ◆阿波市消費生活センター 〈住所〉〒771-1695
平日（水曜除く） 9：00～18：00 平日 9：00～16：00 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
土曜・日曜 9：00～16：00 とくぎんトモニプラザ 〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 阿波市役所1階
〈休所日〉水曜・祝日・年末年始 （徳島県青少年センター）5階 カバー人口：35,845人
カバー人口：737,939人 ○相談件数：200件 ○相談員数：3名 〈電話番号〉0883-30-2222
○相談件数：3,048件 ○相談員数：8名 〈電話番号〉088-623-0110 〈FAX〉 0883-30-2223

〈FAX〉 088-623-0174 ◆美馬地区消費生活センター 〈住所〉〒779-3602
◆徳島市消費生活センター 〈住所〉〒770-0834 （美馬市、つるぎ町） 徳島県美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1
（徳島市、佐那河内村、石井町、神山町） 徳島県徳島市元町１丁目24番地 平日・日曜 9：00～16：00 美馬市地域交流センター
平日（火曜除く） 10：00～17：00 アミコビル3階 〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 「ミライズ」1階 「相談のハコ」
土曜・日曜 10：00～17：00 カバー人口：37,562人 〈電話番号〉0883-53-1541
〈休所日〉火曜・祝日・年末年始 〈電話番号〉088-625-2326 ○相談件数：167件 ○相談員数：3名 〈FAX〉 0883-53-1542
カバー人口：289,009人 〈FAX〉 088-625-2365 ◆みよし消費生活センター 〈住所〉〒778-0002
○相談件数：1,514件 ○相談員数：4名 平日 9：00～16：00 徳島県三好市池田町マチ2145番地1

◆鳴門市消費生活センター 〈住所〉〒772-0003 〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 三好市役所第1分庁舎
平日 9：30～15：30 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜165番地10 カバー人口：39,340人
〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 うずしお会館4階 ○相談件数：12件 ○相談員数：2名 〈電話番号〉0883-72-7188
カバー人口：57,010人 〈FAX〉 0883-76-0203
○相談件数：362件 ○相談員数：3名 〈電話番号・FAX〉088-686-3776 ◆松茂･北島消費生活センター 〈住所〉〒771-0295

平日 9：00～15：00 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地

◆小松島市消費生活センター 〈所〉〒773-0006 〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 松茂町役場1階
（小松島市、勝浦町、上勝町） 徳島県小松島市横須町2番14号 カバー人口：37,444人 〈電話番号〉088-699-4300
平日 9：00～16：00 小松島市教育委員会 庁舎内 ○相談件数：136件 ○相談員数：1名 〈FAX〉 088-699-2141
〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 ◆藍住町消費生活センター 〈住所〉〒771-1202
カバー人口：43,720人 〈電話番号・FAX〉0885-38-6880 平日 10：00～15：00 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊175-2
○相談件数：268件 ○相談員数：1名 （12：00～13：００を除く） 藍住町図書館2階

〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始

◆阿南市消費生活センター 〈住所〉〒774-0030 カバー人口：34,890人 〈電話番号〉088-679-1848
（阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町） 徳島県阿南市富岡町今福寺40番地17 ○相談件数：112件 ○相談員数：2名 〈FAX〉 088-672-0133
平日 9：30～16：30 阿南社会福祉会館3階 ◆板野町消費生活相談所 〈住所〉〒779-0105
〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 平日 9：00～15：00 徳島県板野郡板野町大寺字亀山西169-5
カバー人口：98,175人 〈電話番号〉0884-24-3251 〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 板野町町民センター1階
○相談件数：485件 ○相談員数：3名 〈FAX〉 0884-23-6079 カバー人口：13,253人 〈電話番号〉088-672-6099

○相談件数：288件 ○相談員数：3名 〈FAX〉 088-672-1113
◆吉野川市消費生活センター 〈住所〉〒776-8611 ◆上板町消費生活相談窓口 〈住所〉〒771-1392
平日 9：00～15：30 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1 平日 9：00～16：30 徳島県板野郡上板町七條字経塚42
〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始 吉野川市役所本館3階 総務課内 （12：00～13：００を除く） 上板町農村環境改善センター1階
カバー人口：39,993人 〈休所日〉土曜・日曜・祝日・年末年始
○相談件数：239件 ○相談員数：2名 〈電話番号〉0883-36-1840 カバー人口：11,698人 〈電話番号〉088-694-6816

〈FAX〉 0883-22-2244 ○相談件数：139件 ○相談員数：1名 ※来所の場合は、要事前連絡

※カバー人口は徳島県ウェブサイトの推計人口（平成30年4月1日時点）
※消費生活相談件数は「相談件数」、消費生活相談員数は「相談員数」と表記
※消費生活相談件数は、平成30年８月31日までにPIO-NETに登録された平成29年度の消費生活相談件数。徳島県から情報提供
※消費生活相談員数（平成30年4月1日時点）は、地方公共団体から情報提供

徳島県徳島市徳島町城内2番地1
〈住所〉〒770-0851
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