参考資料

3

－
表示対策課食品表示対策室

物資所管省
消費者庁

公布年月日：1946/3/3 最終改正年月日：2006/6/7

食品衛生法（食衛法）

取引対策課
観光産業課
消費者制度課

消費者庁
観光庁
消費者庁
金融庁

旅行業法

公布年月日：1952/7/18 最終改正年月日：2011/6/24

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

（出資取締法、出資法、出資受入預金金利取締法）

法務省

土地・建設産業局不動産業課

国土交通省

公布年月日：1952/6/10 最終改正年月日：2013/6/21

刑事局刑事課

監督局総務課金融会社室

総務企画局企画課信用制度参事官室

取引対策課

消費者庁

宅地建物取引業法（宅建業法）

公布年月日：1954/6/23 最終改正年月日：2011/6/24

消費・安全局表示・規格課

農林水産省

公布年月日：1950/5/11 最終改正年月日：2013/6/28

表示対策課食品表示対策室
食品表示企画課

消費者庁

（ＪＡＳ法）

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

医薬食品局食品安全部企画情報課

厚生労働省

食品表示企画課

消費生活情報課

消費者庁

物価統制令

公布年月日：1947/12/24 最終改正年月日：2013/6/28

担当部署

所管府省庁

法令名

１．消費者庁が専管又は共管している法令

・同一府省庁内で担当部署が複数存在する場合、本冊子の内容に関係する等の観点から主要な担当部署のみ記載。

・本一覧では、本冊子で概説されている法令及び消費生活に身近な法令を記載。

（注）

[１] 関連法令及びその所管府省庁の一覧

309

03-3580-4111(代)

03-3506-6000(代)

03-3507-9253

03-5253-8329

03-3507-9213

03-5253-8111(代)

03-3507-9213

03-3502-5724

03-3507-9222

03-3507-9233

03-3595-2326

03-3507-9222

03-3507-9233

－

03-3507-9177

電話番号

参考
資料

309

310
表示対策課

消費者庁

家庭用品品質表示法（家表法）

消費者庁
厚生労働省

（家庭用品規制法）

－
取引対策課
商務流通保安グループ消費経済企画室
－

消費者庁
物資所管省
消費者庁
経済産業省
事業所管省

国民生活安定緊急措置法

公布年月日：1973/12/22 最終改正年月日：2009/6/5

特定商取引に関する法律（特定商取引法、特商法）

公布年月日：1976/6/4 最終改正年月日：2012/8/22

消費生活情報課

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

消費者安全課

経済産業省

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

公布年月日：1973/10/12 最終改正年月日：2009/6/5

商務流通保安グループ製品安全課

消費者庁

公布年月日：1973/6/6 最終改正年月日：2011/12/14

消費者安全課

－

消費生活情報課

消費者政策課

消費生活用製品安全法

公布年月日：1973/7/6 最終改正年月日：2004/6/9

消費者庁
物資所管省

する法律（買占め等防止法）

消費者庁

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関

公布年月日：1968/5/30 最終改正年月日：2012/8/22

消費者基本法（基本法）

公布年月日：1962/5/15 最終改正年月日：2013/12/13

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法、景表法）

表示対策課

商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課

経済産業省

公布年月日：1961/7/1 最終改正年月日：2012/8/1

消費者庁

取引対策課

消費者庁

割賦販売法（割販法）

公布年月日：1962/5/4 最終改正年月日：2011/8/30

担当部署

所管府省庁

法令名

－

310

03-3501-1511(代)

03-3507-9213

－

03-3507-9177

03-3595-2298

03-3507-9202

03-3501-1511(代)

03-3507-9204

－

03-3507-9177

03-3507-9186

03-3507-9233

03-3507-9233

03-3501-1511(代)

03-3507-9213

電話番号

特定商品等の預託等取引契約に関する法律

消費者制度課
総務企画局企画課
消費者制度課

民事局参事官室
表示対策課食品表示対策室

法務省
消費者庁
金融庁
消費者庁
経済産業省
法務省
消費者庁

公布年月日：2000/5/12 最終改正年月日：2013/12/11

金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）

公布年月日：2000/5/31 最終改正年月日：2012/9/12

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関す

る法律（電子契約法、電子消費者契約法）

公布年月日：2001/6/29 最終改正年月日：－

健康増進法

厚生労働省

民事局参事官室

消費者庁

消費者契約法（契約法、消契法）

公布年月日：2002/8/2 最終改正年月日：2013/6/28

消費者制度課

国土交通省

公布年月日：1999/6/23 最終改正年月日：2011/6/24

健康局がん対策・健康増進課

食品表示企画課

商務情報政策局情報経済課

住宅局住宅生産課

消費者庁

表示対策課

消費者安全課

取引対策課

監督局総務課金融会社室

総務企画局企画課信用制度参事官室

住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）

公布年月日：1994/7/1 最終改正年月日：－

製造物責任法（ＰＬ法）

公布年月日：1986/5/23 最終改正年月日：2009/6/5
消費者庁

消費者庁

公布年月日：1983/5/13 最終改正年月日：2012/8/1

（預託法、預託取引法、特定商品預託法）

消費者庁
金融庁

貸金業法

公布年月日：1978/11/11 最終改正年月日：1988/5/2
取引対策課

消費者制度課

消費者庁

無限連鎖講の防止に関する法律

（無限連鎖講防止法、ネズミ講防止法）

担当部署

所管府省庁

法令名

03-3595-2245

03-3507-9222

03-3507-9233

311

03-3580-4111(代)

03-3501-1511(代)

03-3507-9252

03-3506-6000(代)

03-3507-9253

03-3580-4111(代)

03-3507-9252

03-5253-8111(代)

03-3507-9233

03-3507-9202

03-3507-9213

03-3506-6000(代)

03-3507-9213

03-3507-9253

電話番号

参考
資料

311

312
総務省

（特定電子メール法）

公布年月日：2009/6/5 最終改正年月日：2012/9/5

消費者安全法

公布年月日：2009/6/5 最終改正年月日：－
消費者庁

03-3507-9174
03-3507-9202

消費者安全課

03-3507-9176

312

03-3507-8800(代)

03-3507-8855(代)

03-3507-8800(代)

ル）

制度相談ダイヤ

（公益通報者保護

03-3507-9262

質問ダイヤル）

（個人情報保護法

03-3507-9160

03-6234-1166(代)

03-3507-9280

03-5253-5111(代)

03-3507-9213

03-3507-9175

電話番号

地方協力課

消費者政策課財産被害対策室

総務課

消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律

消費者委員会事務局

内閣府
消費者庁

公布年月日：2009/6/5 最終改正年月日：2013/6/28

総務課

消費者庁

消費者庁及び消費者委員会設置法

公布年月日：2004/6/18 最終改正年月日：2013/6/28

公益通報者保護法

消費者制度課

消費者庁

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

消費者庁

内閣府

公布年月日：2003/5/23 最終改正年月日：2011/6/24

公布年月日：2003/5/30 最終改正年月日：2009/6/5

食品安全委員会事務局
消費者制度課個人情報保護推進室

消費者庁

消費者安全課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

食品安全基本法

公布年月日：2002/4/17 最終改正年月日：2011/6/24

消費者庁

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

取引対策課

地方協力課

消費者庁

独立行政法人国民生活センター法

公布年月日：2002/12/4 最終改正年月日：2008/5/2

担当部署

所管府省庁

法令名

消費・安全局表示・規格課
消費者制度課

委員会
消費者庁
財務省
農林水産省
消費者庁

公布年月日：2013/6/12 最終改正年月日：－

食品表示法

公布年月日：2013/6/28 最終改正年月日：－

公布年月日：2013/12/11 最終改正年月日：－

の特例に関する法律（消費者裁判手続特例法）

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続

国税庁酒税課業務係

公正取引

（消費税転嫁対策特別措置法）

表示対策課

阻害する行為の是正等に関する特別措置法

食品表示企画課

取引企画課

主税局税制第二課

消費者庁
財務省

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を

生涯学習政策局男女共同参画学習課

消費生活情報課

消費者庁
文部科学省

公布年月日：2012/8/22 最終改正年月日：－

財務省

消費者教育の推進に関する法律（消費者教育推進法）

消費・安全局表示・規格課
国税庁酒税課業務係

農林水産省

公布年月日：2009/4/24 最終改正年月日：2013/6/28

表示対策課食品表示対策室
食品表示企画課

消費者庁

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す

る法律（米トレーサビリティ法）

担当部署

所管府省庁

法律名

03-3507-9252

03-3502-5724

313

03-3581-4161(代)

03-3507-9222

03-3581-3371

03-3581-4111(代)

03-3507-9233

03-5253-4111(代)

03-3507-9177

03-3581-4161(代)

03-3502-5724

03-3507-9222

03-3507-9233

電話番号

参考
資料

313

314
商務情報政策局情報経済課

経済産業省

公正取引
委員会

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（独占禁止法、独禁法）

生活安全企画課

警察庁

古物営業法

公布年月日：1949/5/28 最終改正年月日：2011/6/3

担当部署

所管府省庁

法令名

（３）内閣府－警察庁

公布年月日：1947/4/14 最終改正年月日：2013/12/13

担当部署
官房総務課

所管府省庁

法令名

（２）内閣府－公正取引委員会

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

総務省

公布年月日：2008/6/18 最終改正年月日：2009/7/8

政策統括官（共生社会政策担当）付参事官

（食育推進担当）付

政策統括官（共生社会政策担当）付参事官

（被災者行政担当）付

政策統括官（防災担当）付参事官

（青少年環境整備担当）付

内閣府

内閣府

内閣府

整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法）

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の

公布年月日：2005/6/17 最終改正年月日：2009/6/5

食育基本法

公布年月日：1996/6/14 最終改正年月日：2013/6/21

措置に関する法律（特定非常災害特別措置法）

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

（総括担当）付

政策統括官（防災担当）付参事官

内閣府

災害対策基本法（災対法）

公布年月日：1961/11/15 最終改正年月日：2013/6/21

担当部署

所管府省庁

法令名

（１）内閣府

２．関係府省庁が所管している法令（１．の法令を除く）

314

03-3581-0141(代)

電話番号

03-3581-5471(代)

電話番号

03-3501-1511(代)

03-5253-5111(代)

03-3581-9279

03-3581-1189

03-3501-5191

03-3501-5408

電話番号

－
－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室
消費・安全局消費・安全政策課（窓口）
商務流通保安グループ参事官室
土地・建設産業局不動産業課

厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

自治行政局行政課

財務省

総務省

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

監督局

犯罪収益移転防止管理官

生活安全企画課

生活安全企画課

情報技術犯罪対策課

生活安全企画課

法務省

警察庁
金融庁

（犯罪収益移転防止法）

警察庁

警察庁

警察庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律

公布年月日：2006/6/8 最終改正年月日：2011/6/3

探偵業の業務の適正化に関する法律（探偵業法）

公布年月日：2003/6/4 最終改正年月日：－

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

公布年月日：1999/8/13 最終改正年月日：2013/5/31

（不正アクセス禁止法）

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

公布年月日：1972/7/5 最終改正年月日：2011/6/3

警備業法

警察庁

生活安全企画課

警察庁

質屋営業法

公布年月日：1950/5/8 最終改正年月日：2011/6/3

担当部署

所管府省庁

法令名

315

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-3581-0141(代)

03-3581-0141(代)

03-3581-0141(代)

03-3581-0141(代)

03-3581-0141(代)

電話番号

参考
資料

315

316
自治行政局行政課

－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室
消費・安全局消費・安全政策課（窓口）
商務流通保安グループ参事官室

財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
－

総務省

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

監督局

犯罪収益移転防止管理官

監督局銀行第一課

総務企画局企画課

総務企画局企画課保険企画室

総務企画局企画課信用制度参事官室

総務企画局企画課信用制度参事官室

法務省

警察庁
金融庁

（犯罪収益移転防止法）

金融庁

金融庁

金融庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律

公布年月日：2005/8/10 最終改正年月日：2007/6/1

（預貯金者保護法、偽造・盗難カード預金者保護法）

式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械

公布年月日：1995/6/7 最終改正年月日：2013/6/26

保険業法

公布年月日：1981/6/1 最終改正年月日：2013/6/19

銀行法

公布年月日：1971/4/1 最終改正年月日：2013/6/19

預金保険法（預保法）

金融庁

総務企画局市場課・開示課

金融庁

金融商品取引法（金商法）

公布年月日：1948/4/13 最終改正年月日：2013/6/21

担当部署

所管府省庁

法令名

（４）内閣府－金融庁

316

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-3506-6000(代)

03-3506-6000(代)

03-3506-6000(代)

03-3506-6000(代)

03-3506-6000(代)

電話番号

金融庁

総務省

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音

行政管理局行政情報システム企画課個人情報保

護室

行政管理局行政情報システム企画課個人情報保

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課

護室

総務省

総務省

総務省

総務省

総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室

公布年月日：2003/5/30 最終改正年月日：2012/6/27

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

公布年月日：2003/5/30 最終改正年月日：2012/6/27

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

公布年月日：2001/11/30 最終改正年月日：2013/4/26

報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情

公布年月日：1984/12/25 最終改正年月日：2011/6/24

電気通信事業法

公布年月日：1950/5/2 最終改正年月日：2013/6/12

電波法

総務省

自治行政局行政課

総務省

公布年月日：1947/4/17 最終改正年月日：2013/6/28

担当部署

所管府省庁

監督局総務課金融会社室

総務企画局企画課信用制度参事官室

地方自治法

金融庁

土地・建設産業局不動産業課
総務企画局企画課調査室

国土交通省
監督局銀行第一課、信用機構対応室

担当部署

所管府省庁

法令名

（５）総務省

公布年月日：2009/6/24 最終改正年月日：2009/6/24

資金決済に関する法律（資金決済法）

公布年月日：2007/12/21 最終改正年月日：2013/6/19

等に関する法律（振り込め詐欺救済法）

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払

法令名

317

03-5253-5111(代)

03-5253-5111(代)

03-5253-5111(代)

03-5253-5111(代)

03-5253-5111(代)

03-5253-5111(代)

03-5253-5111(代)

電話番号

03-3506-6000(代)

03-3506-6000(代)

03-5253-8111(代)

電話番号

参考
資料

317

318
監督局

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

自治行政局行政課

公布年月日：1907/4/24 最終改正年月日：2013/6/19

刑法

法務省

刑事局総務課

民事局参事官室

法務省

民法

公布年月日：1896/4/27 最終改正年月日：2011/6/24

担当部署

所管府省庁

法令名

（６）法務省

商務情報政策局情報経済課

内閣府

経済産業省

国土交通省

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

土地・建設産業局不動産業課
政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（青少

経済産業省

年環境整備担当）付

商務流通保安グループ参事官室

農林水産省

総務省

消費・安全局消費・安全政策課（窓口）

厚生労働省

公布年月日：2008/6/18 最終改正年月日：2009/7/8

－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室

財務省

整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法）

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の

総務省

－

金融庁

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

犯罪収益移転防止管理官

担当部署

法務省

警察庁

（犯罪収益移転防止法）

所管府省庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律

公布年月日：2005/4/15 最終改正年月日：2010/12/3

（携帯電話不正利用防止法）

法令名

318

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

電話番号

03-3501-1511(代)

03-5253-5111(代)

03-3581-9279

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

電話番号

警察庁
金融庁
総務省

（犯罪収益移転防止法）

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

法務省

法務省

法務省

法務省

法務省

法務省

犯罪による収益の移転防止に関する法律

公布年月日：2006/6/21 最終改正年月日：2011/6/24

（被害回復給付金支給法）

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

公布年月日：2004/12/1 最終改正年月日：2011/6/24

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 法)

公布年月日：2004/6/2 最終改正年月日：2013/6/12

総合法律支援法

公布年月日：1999/8/18 最終改正年月日：2013/11/27

（組織的犯罪処罰法）

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

公布年月日：1998/10/16 最終改正年月日：2008/6/18

債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）

公布年月日：1996/6/26 最終改正年月日：2012/5/8

民事訴訟法

公布年月日：1991/10/4 最終改正年月日：2011/5/25

借地借家法

法務省

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

自治行政局行政課

監督局

犯罪収益移転防止管理官

刑事局総務課

司法法制部審査監督課紛争解決業務認証係

司法法制部司法法制課

刑事局総務課

司法法制部審査監督課債権回収企画係

民事局参事官室

民事局参事官室

民事局参事官室

法務省

利息制限法

公布年月日：1954/5/15 最終改正年月日：2006/12/20

担当部署

所管府省庁

法令名

319

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-3580-4111(代)

電話番号

参考
資料

319

320
金融庁
総務省

（犯罪収益移転防止法）

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室
消費・安全局消費・安全政策課（窓口）
商務流通保安グループ参事官室
土地・建設産業局不動産業課

財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

－

法務省

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

自治行政局行政課

監督局

犯罪収益移転防止管理官

民事局参事官室

担当部署

土地・建設産業局不動産業課

国土交通省
法務省

警察庁

商務流通保安グループ参事官室

経済産業省

所管府省庁

消費・安全局消費・安全政策課（窓口）

農林水産省

犯罪による収益の移転防止に関する法律

－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室

厚生労働省

－

法務省
財務省

担当部署

所管府省庁

法令名

（７）財務省

公布年月日：2008/6/6 最終改正年月日：－

保険法

法令名

320

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

電話番号

03-3580-4111(代)

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

電話番号

医薬食品局総務課

厚生労働省

監督局

－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室

厚生労働省

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

自治行政局行政課

－

総務省

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

財務省

金融庁

（犯罪収益移転防止法）

法務省

警察庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律

公布年月日：2002/12/20 最終改正年月日：2013/3/30
犯罪収益移転防止管理官

総合環境政策局環境保健部化学物質審査室

環境省

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

製造産業局化学物質管理課

厚生労働省
経済産業省

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

老健局高齢者支援課

医薬食品局総務課

公布年月日：1973/10/16 最終改正年月日：2009/5/20

厚生労働省

厚生労働省

健康局生活衛生課

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

公布年月日：1963/7/11 最終改正年月日：2011/12/14

老人福祉法

公布年月日：1960/8/10 最終改正年月日：2013/6/14

薬事法

公布年月日：1957/6/3 最終改正年月日：2011/6/24

（生衛法）

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

厚生労働省

社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室

厚生労働省

消費生活協同組合法

公布年月日：1948/7/30 最終改正年月日：2012/9/12

担当部署

所管府省庁

法令名

（８）厚生労働省

321

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-3595-2377

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-3595-2298

03-3595-2888

03-3595-2377

03-3595-2301

03-5253-1111(代)

電話番号

参考
資料

321

322
警察庁
金融庁
総務省

犯罪による収益の移転防止に関する法律

（犯罪収益移転防止法）

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

公布年月日：2003/6/11 最終改正年月日：－

法（牛トレーサビリティ法）

農林水産省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイ

環境省

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置

産業技術環境局環境ユニットリサイクル推進課

自治行政局行政課

監督局

犯罪収益移転防止管理官

消費・安全局畜水産安全管理課

クル推進室

対策室

農林水産省

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
経済産業省

商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課
食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境

経済産業省

公布年月日：1950/8/5 最終改正年月日：2012/9/12

公布年月日：2000/6/7 最終改正年月日：2007/6/13

食料産業局商品取引グループ

農林水産省

（食品リサイクル法）

水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室

環境省

商品先物取引法（商先法）

公布年月日：1948/7/1 最終改正年月日：2007/3/30

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

労働基準局労働条件政策課

厚生労働省

担当部署

土地・建設産業局不動産業課

国土交通省

農林水産省

商務流通保安グループ参事官室

経済産業省

所管府省庁

消費・安全局消費・安全政策課（窓口）

農林水産省

農薬取締法

担当部署

所管府省庁

法令名

（９）農林水産省

公布年月日：2007/12/5 最終改正年月日：2012/8/10

労働契約法

法令名

322

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-6744-1525

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-6744-2066

03-3501-1511(代)

03-3501-6730

03-3581-3351(代)

03-3502-5969

電話番号

03-5253-1111(代)

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

電話番号

土地・建設産業局不動産業課

国土交通省

公布年月日：1967/12/28 最終改正年月日：2013/6/14

(LP ガス法）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

公布年月日：1964/7/11 最終改正年月日：2013/6/21

電気事業法

公布年月日：1961/11/16 最終改正年月日：2011/12/14

電気用品安全法（PSE 法、電安法）

経済産業省

経済産業省

経済産業省

商務流通保安グループ製品安全課

課

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備

商務流通保安グループ製品安全課

商務流通保安グループ製品安全課

経済産業省

ガス事業法

公布年月日：1954/3/31 最終改正年月日：2011/12/14

商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課

経済産業省

公布年月日：1950/8/5 最終改正年月日：2012/9/12

食料産業局商品取引グループ

農林水産省

商品先物取引法（商先法）

公布年月日：1949/6/1 最終改正年月日：2013/6/28

産業技術環境局認証課

商務流通保安グループ参事官室

経済産業省

経済産業省

消費・安全局消費・安全政策課（窓口）

農林水産省

工業標準化法（JIS 法）

労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室

厚生労働省

担当部署

－

所管府省庁

－

財務省

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

担当部署

法務省

所管府省庁

法令名

（10）経済産業省

法令名

323

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-6730

03-3501-1511(代)

電話番号

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

電話番号

参考
資料

323

324
警察庁
金融庁

（犯罪収益移転防止法）

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイ

環境省

犯罪による収益の移転防止に関する法律

産業技術環境局環境ユニットリサイクル推進課

監督局

犯罪収益移転防止管理官

クル推進室

対策室
経済産業省

公布年月日：2000/6/7 最終改正年月日：2007/6/13

食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境

総合環境政策局環境保健部環境安全課

製造産業局化学物質管理課

経済産業政策局知的財産政策室

産業技術環境局基準認証ユニット計量行政室

商務流通保安グループ商取引監督課

住宅局住宅生産課（建築物に係る措置関係）

総合政策局環境政策課（輸送に係る措置関係）

（食品リサイクル法）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

農林水産省

環境省

公布年月日：1999/7/13 最終改正年月日：2002/12/13

経済産業省

進に関する法律（化管法）

経済産業省

経済産業省

経済産業省

国土交通省

省エネルギー対策課

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

経済産業省

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

公布年月日：1993/5/19 最終改正年月日：2012/3/31

不正競争防止法（不競法）

公布年月日：1992/5/20 最終改正年月日：2011/8/30

計量法

公布年月日：1992/5/20 最終改正年月日：2011/6/24

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

公布年月日：1979/6/22 最終改正年月日：2013/5/31

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

製造産業局化学物質管理課
総合環境政策局環境保健部化学物質審査室

公布年月日：1973/10/16 最終改正年月日：2009/5/20
環境省

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

厚生労働省

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
経済産業省

担当部署

所管府省庁

法令名

324

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-6744-2066

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-3501-1511(代)

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-3595-2298

電話番号

公布年月日：1951/6/1 最終改正年月日：2011/6/24

道路運送車両法

公布年月日：1950/5/24 最終改正年月日：2013/6/14

建築士法

公布年月日：1950/5/24 最終改正年月日：2013/6/14

建築基準法

国土交通省

国土交通省

国土交通省

自動車局審査・リコール課

住宅局建築指導課

住宅局市街地建築課

住宅局建築指導課

土地・建設産業局建設業課

国土交通省

建設業法

公布年月日：1949/5/24 最終改正年月日：2013/6/14

担当部署

所管府省庁

法令名

（11）国土交通省

商務情報政策局情報経済課

政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（青少

内閣府

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

土地・建設産業局不動産業課

国土交通省

経済産業省

商務流通保安グループ参事官室

経済産業省

総務省

消費・安全局消費・安全政策課（窓口）

農林水産省

公布年月日：2008/6/18 最終改正年月日：2009/7/8

労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室

厚生労働省

年環境整備担当）付

－

整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法）

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の

－

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

自治行政局行政課

財務省

総務省

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

担当部署

法務省

所管府省庁

法令名

325

03-5253-8111(代)

03-5253-8513

03-5253-8515

03-5253-8513

03-5253-8277

電話番号

03-3501-1511(代)

03-5253-5111(代)

03-3581-9279

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

03-5253-5111(代)

電話番号

参考
資料

325

326
警察庁
金融庁
総務省

（犯罪収益移転防止法）

公布年月日：2007/3/31 最終改正年月日：2013/6/21

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

経済産業省

犯罪による収益の移転防止に関する法律

公布年月日：2006/6/8 最終改正年月日：2011/8/30

住生活基本法

公布年月日：2001/4/6 最終改正年月日：2011/6/24

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者者住まい法）

公布年月日：2000/12/8 最終改正年月日：2011/6/24

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

公布年月日：1999/12/15 最終改正年月日：2006/6/8

良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法

公布年月日：1995/10/27 最終改正年月日：2013/5/29

建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）

公布年月日：1994/6/29 最終改正年月日：2013/6/21

不動産特定共同事業法

公布年月日：1979/6/22 最終改正年月日：2013/5/31

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

公布年月日：1956/6/1 最終改正年月日：2002/5/31

倉庫業法

国土交通省

自治行政局行政課

監督局

犯罪収益移転防止管理官

住宅局住宅政策課

住宅局安心居住推進課

住宅局市街地建築課マンション政策室

土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室

住宅局住宅総合整備課

住宅局建築指導課

土地・建設産業局不動産市場整備課

住宅局住宅生産課（建築物に係る措置関係）

総合政策局環境政策課（輸送に係る措置関係）

省エネルギー対策課

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

総合政策局物流政策課（物流産業室）

自動車局旅客課

国土交通省

道路運送法

公布年月日：1951/6/1 最終改正年月日：2011/6/24

担当部署

所管府省庁

法令名

326

03-5253-5111(代)

03-3506-6000(代)

03-3581-0141(代)

03-5253-8504

03-5253-8952

03-5253-8111(代)

03-5253-8111(代)

03-5253-8513

03-5253-8289

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-5253-8111(代)

03-5253-8111(代)

電話番号

総合環境政策局環境保健部化学物質審査室

環境省

公布年月日：1973/10/16 最終改正年月日：2009/5/20

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
製造産業局化学物質管理課

厚生労働省
経済産業省

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

公布年月日：1973/10/1 最終改正年月日：2013/6/12

（動物愛護管理法、動物愛護法、動物管理法）

動物の愛護及び管理に関する法律

自然環境局動物愛護管理室

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）
環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

環境省

公布年月日：1948/7/1 最終改正年月日：2007/3/30

公布年月日：1970/2/25 最終改正年月日：2012/8/1

水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室

農林水産省
環境省

農薬取締法

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

住宅局住宅生産課

国土交通省

担当部署

土地・建設産業局不動産業課

国土交通省

所管府省庁

消費・安全局消費・安全政策課（窓口）
商務流通保安グループ参事官室

経済産業省

厚生労働省
農林水産省

－
労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室

財務省

－

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

担当部署

法務省

所管府省庁

法令名

（12）環境省

公布年月日：2007/5/30 最終改正年月日：－

（住宅瑕疵担保履行法）

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

法令名

327

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-3595-2298

03-3581-3351(代)

03-3581-3351(代)

03-3581-3351(代)

03-3502-5969

電話番号

03-5253-8111(代)

03-5253-8111(代)

03-3501-1511(代)

03-3502-8111(代)

03-5253-1111(代)

03-3581-4111(代)

03-3580-4111(代)

電話番号

参考
資料

327

328
社会推進室

公布年月日：2003/7/25 最終改正年月日：2011/6/15

（環境教育等促進法）

環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイ

環境省

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

産業技術環境局環境ユニットリサイクル推進課

総合環境政策局環境経済課環境教育推進室

クル推進室

対策室
経済産業省

食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境

公布年月日：2000/6/7 最終改正年月日：2007/6/13

農林水産省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型

総合環境政策局環境保健部環境安全課

製造産業局化学物質管理課

（食品リサイクル法）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

公布年月日：2000/6/2 最終改正年月日：2012/6/27

循環型社会形成推進基本法（循環基本法）

環境省

環境省

進に関する法律（化管法）

公布年月日：1999/7/13 最終改正年月日：2002/12/13

経済産業省

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

クル推進室

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイ

環境省

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

公布年月日：1998/6/5 最終改正年月日：2011/6/24

担当部署

所管府省庁

法令名

328

03-3581-3351(代)

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-6744-2066

03-3581-3351(代)

03-3581-3351(代)

03-3501-1511(代)

03-3581-3351(代)

電話番号

[２] 全国の消費生活条例の制定・改正状況

都道府県名

条例等名

公布年月日

最終改正年月日

北海道

北海道消費生活条例

1999.10.15

2009.10.16

青森県

青森県消費生活条例

1998. 3.25

1999.12.24

岩手県

岩手県消費生活条例

1975. 7.30

2005. 3.28

宮城県

消費生活条例

1976. 3.27

2009. 3.24

秋田県

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1976. 3.27

2005. 3.18

山形県

山形県消費生活条例

2006. 3.22

福島県

福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1977. 8. 1

2004. 7. 6

茨城県

茨城県消費生活条例

1975.12.26

2008. 3.26

栃木県

栃木県消費生活条例

1976. 3.27

2002.12.27

群馬県

群馬県消費生活条例

1976.10.25

2006. 3.28

埼玉県

埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1975. 3.12

2013. 3.29

千葉県

千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例

2007.12.21

東京都

東京都消費生活条例

1994.10. 6

参考
資料

１．都道府県

2012. 3.30

※全部改正
神奈川県

神奈川県消費生活条例

1980. 3.31

2010. 8.3

新潟県

新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例

1977.12.22

2005. 7.22

富山県

富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1980.10. 7

2006. 3.24

石川県

石川県安全安心な消費生活社会づくり条例

2004. 3.23

2013. 3.25

福井県

福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例 1980. 3.22

2005.12.22

山梨県

山梨県消費生活条例

1975. 7.12

2005.12.22

長野県

長野県消費生活条例

2008. 7.10

岐阜県

岐阜県消費生活条例

1975. 7.23

2006.12.14

静岡県

静岡県消費生活条例

1999. 3.19

2008.10.24

愛知県

県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1975.10.13

2002.12.20

三重県

三重県消費生活条例

1995.12.22

2006. 3.28

滋賀県

滋賀県消費生活条例

1975.12.19

2009.12.25

京都府

京都府消費生活安全条例

1979.11.10

2010. 3.19

大阪府

大阪府消費者保護条例

1976.10.22

2005. 3.29

兵庫県

消費生活条例

1974. 9.26

2005. 3.28

奈良県

奈良県消費生活条例

1974.12.14

2006. 3.28

和歌山県

和歌山県消費生活条例

1996.12.24

2010.12.24

鳥取県

消費生活の安定及び向上に関する条例

1980. 3.28

2006. 3.28

島根県

島根県消費生活条例

1976.10.19

2005. 7.19

岡山県

岡山県消費生活条例

1976. 9.20

※全部改定
2008. 2.25
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広島県

広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例

1976. 3.29

2008. 3.25

山口県

消費生活の安定及び向上に関する条例

1980. 3.29

2005.12.27

徳島県

徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本 2004.12.27

2010. 2. 1

政策に関する条例
香川県

香川県消費生活条例

1975. 3.25

2005. 3.29

愛媛県

愛媛県消費生活条例

1975. 3.14

2005. 3.25

高知県

高知県消費生活条例

1975. 7.16

2006. 7.18

福岡県

福岡県消費生活条例

1977. 3.28

2006. 3.31

佐賀県

佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例

2005. 3.24

2005.12.19

長崎県

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1978. 9.28

2005. 3.22

熊本県

熊本県消費生活条例

1977. 9.30

2008. 3. 6

大分県

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1978.12.23

2004.12.20

宮崎県

宮崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

1979. 3.10

鹿児島県

鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 1977.10.3

沖縄県

沖縄県消費生活条例

2005. 3.29
2005. 3.29

2005.12.27

２．政令指定都市
市名

条例等名

札幌市

札幌市消費生活条例

仙台市

仙台市消費生活条例

公布年月日
1994. 3.30

最終改正年月日
2013. 2.26

2004. 3.19

さいたま市 さいたま市消費生活条例

2006. 3.23

千葉市

千葉市消費生活条例

1990. 3.31

川崎市

川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例

1974.10. 8

2005. 9.30

横浜市

横浜市消費生活条例

1996. 3.28

2011.12.22

相模原市

相模原市消費生活条例

2009.12.22

新潟市

新潟市消費生活条例

2006.12.21

静岡市

静岡市消費生活条例

1984. 3.17

浜松市

浜松市民の消費生活の保護に関する条例

1975. 3.28

2003. 3.25

名古屋市

名古屋市消費生活条例

1976. 6.10

2004.12.27

京都市

京都市消費生活条例

1975. 8.14

2009.12.22

2006. 3.22

2007. 3.20

大阪市

大阪市消費者保護条例

1976. 4. 1

2006. 3.31

堺市

堺市消費生活条例

2009.12.25

2012.12.14

神戸市

神戸市民のくらしをまもる条例

1974. 5.31

2005. 4. 1

岡山市

岡山市消費生活条例

1977. 7. 1

2011. 4. 1

広島市

広島市消費生活条例

2006.10.10

2013. 3. 4

北九州市

北九州市消費生活条例

2004. 9.29

福岡市

福岡市消費生活条例

2004.12.20

熊本市

熊本市消費生活条例

2012. 3.22
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[３] 消費者問題年表
年／項目

消費者行政等

消費者問題等

「物価統制令」公布
５月
「日本国憲法」公布
８月
物価庁発足
経済安定本部（1955年から経済企画庁）
設置

1947年
４月
（昭和22年）
４月
12月

「私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律（独占禁止法）」公布
「地方自治法」公布
「食品衛生法」公布

1948年
４月
（昭和23年）７月
７月
８月

「証券取引法」公布
「農薬取締法」公布
「消防法」公布
「薬事法」公布

1949年
６月
（昭和24年）

「工業標準化法（JIS法）
」公布

1950年
５月
（昭和25年）
５月
５月
８月

「農林物資の規格化及び品質表示の適
正化に関する法律（JAS法）
」公布
「放送法」公布
「建築基準法」公布
「商品取引所法」公布（現商品先物取引
法）

1951年
６月
（昭和26年）

「道路運送車両法」公布

1952年
６月
（昭和27年）７月
７月

「宅地建物取引業法」公布
７月
「旅行あっ旋業法」公布（現旅行業法）
「栄養改善法」公布

全国地域婦人団体連絡協議会（地婦連）
結成

1953年
６月
（昭和28年）７月
９月

厚生省オーラミン使用禁止
２月
「有線電気通信法」公布
８月
「独占禁止法」改正（再販制度を容認） 12月

テレビ放送開始
民間テレビ放送開始（ＣＭ始まる）
水俣病発生（熊本県水俣）

1954年
３月
（昭和29年）５月
６月

「ガス事業法」公布
「利息制限法」公布
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取
締りに関する法律（出資法）」公布

1955年
７月
（昭和30年）８月

経済企画庁発足
「繊維製品品質表示法」公布（1962年家
庭用品品質表示法に吸収）
３月
８月

・このころ、三種の神器（洗濯機・冷蔵
庫・テレビ）ブーム
日本生産性本部発足
森永ヒ素ミルク中毒事件
・このころ、整腸剤キノホルムによるス
モン被害発生

1956年
６月
（昭和31年）

「倉庫業法」公布

７月
12月

「もはや戦後ではない」
（経済白書）
全国消費者団体連絡会（全国消団連）結
成

２月

第１回全国消費者大会開催「消費者宣
言」採択

８月
９月
９月

国際消費者機構（ＩＯＣＵ）結成（1990
年から国際消費者機構（ＣＩ）
）
クレジットカード登場
ニセ牛缶事件

1961年
４月
（昭和36年）６月
７月
11月

東京都に消費経済課設置（都道府県初）
経企庁に国民生活向上対策審議会発足
「割賦販売法」公布
「電気用品取締法」公布（現電気用品安
全法）

1962年
５月
（昭和37年）５月

「家庭用品品質表示法」公布
５月
「不当景品類及び不当表示防止法（景品 ５月
表示法）」公布

サリドマイド事件
ケネディ米大統領「消費者の４つ権利」
宣言（アメリカ合衆国）

1957年
（昭和32年）
1960年
８月
（昭和35年）

「薬事法」公布

食糧メーデー（米よこせ大会）
経済団体連合会発足

９月
９月
10月

不良マッチ追放主婦大会開催
「暮しの手帖」創刊
主婦連合会（主婦連）結成

３月

日本生活協同組合連合会結成

参考
資料

1946年
３月
（昭和21年）５月
８月
８月
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消費者行政等
９月

厚生省 サリドマイド販売禁止

消費者問題等
９月

消費生活コンサルタント養成講座開設

1963年
１月
（昭和38年）７月

農林省に消費経済課設置（中央官庁初）
「老人福祉法」公布

1964年
４月
（昭和39年）

通産省に消費経済課設置

４月

主婦連、粉末ジュースのうそつき表示を
発表

1965年
４月
（昭和40年）
５月

厚生省、食品の赤色１号、赤色101号を ２月
使用禁止
厚生省、アンプル入り風邪薬の製造禁止 ４月
を通達
11月
経企庁、「国民生活局」設置（国民生活
課、消費者行政課、物価政策課の３課）
経企庁に国民生活審議会発足
兵庫県、「神戸生活科学センター」・「姫
路生活科学センター」開設

アンプル入り風邪薬を飲んだ者のショ
ック死事件が続発
第２回全国消費者大会開催
第３回全国消費者大会開催

厚生省、不適ヘアスプレー ６社に製造
停止処分
通産省、ユリア樹脂製食器で ＪＩＳ以
外は販売禁止を勧告
経企庁、自治省「地方公共団体における
消費者行政の推進について」を通達（消
費者教育を消費者行政担当組織の事務
の１つとして明示）
厚生省、プラスチック製食器の新しい衛
生基準を告示
国生審、「消費者保護組織及び消費者教
育に関する答申」

第１回物価メーデー各地で開かれる
主婦連、ユリア樹脂製食器からホルマリ
ン検出
ビールビンの破裂事故各地で起こる
第４回全国消費者大会開催

６月
６月
11月
1966年
７月
（昭和41年）
８月
８月

10月
11月

２月
８月
９月
11月

1967年
１月
（昭和42年）６月
６月
７月
８月
12月

厚生省、緑色１号を使用禁止
３月
公取委、レモン飲料７社に排除命令
５月
経企庁、消費生活モニター発足
「商品取引所法」改正
11月
「公害対策基本法」公布
「液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律」公布

第５回全国消費者大会開催
ポッカレモン事件、不当表示への批判高
まる
第６回全国消費者大会開催

1968年
５月
（昭和43年）
５月

地婦連、100円化粧品「ちふれ」発売
九大調査団、カネミライスオイルの毒物
混入経路発表（PCB問題）
第７回全国消費者大会開催

７月
８月

「消費者保護基本法」公布（現消費者基 ９月
本法）
11月
「割賦販売法」改正（前払式割賦の規制
等）
11月
厚生省、ズルチンの使用全面禁止
第１回消費者保護会議開催

1969年
３月
（昭和44年）
６月
10月

「地方自治法」改正（地方公共団体の事 ６月
務として消費者保護を明示）
７月
運輸省、欠陥車の総合対策を公表
厚生省、チクロ使用禁止を決定
10月

欠陥自動車問題発生
地婦連、日用品の過大包装調査結果を発
表
アメリカ、人口甘味料チクロの使用を禁
止
森永ミルク中毒のこどもを守る会全国
総会開く
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）に消費者
政策委員会（ＣＣＰ）設置
第８回全国消費者大会開催

11月
11月
11月
1970年
１月
（昭和45年）
２月
３月
４月
５月
９月
10月
11月
11月

農林省、飼料作物へのＢＨＣとＤＤＴの
使用を禁止
通産省、電子レンジの極超短波漏えい調
査結果を公表
厚生省、スモン病で初の全国実態調査結
果を公表
厚生省、牛乳中のＢＨＣ残留量を公表
「ＪＡＳ法」改正
厚生省、キノホルムの販売中止措置
国民生活センター設立
国生審、「消費生活に関する情報の提供
及び知識の普及に関する答申」
通産省、公取委、カラーテレビの二重価

１月
８月
９月
11月
11月

消費者５団体、
「チクロ追放消費者大会」
でチクロ入り食品不買を決定
地婦連、カラーテレビの二重価格調査公
表
消費者５団体、カラーテレビ不買運動を
決める
日本消費者連盟創立委員会、ブリタニカ
商法告発
第９回全国消費者大会開催
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消費者行政等

消費者問題等

格表示問題について業界に警告

12月

1972年
２月
（昭和47年）
５月
６月
６月
1973年
２月
（昭和48年）
３月
５月
５月
６月
７月
７月
10月
10月
10月
10月
11月
12月
1974年
２月
（昭和49年）
５月
６月
７月
８月
12月
1975年
２月
（昭和50年）
３月
５月

農林省、ＤＤＴは全面禁止、ＢＨＣは林
業以外使用禁止
「旅行業法」改正
「宅地建物取引業法」改正
「積立式宅地建物販売業法」公布
環境庁発足
産構審、「消費者安全対策小委員会」を
設置
農林省、ＢＨＣを全面禁止

１月
１月

通産省、ＰＣＢの家電製品への使用禁止
を業界へ通達
「景品表示法」改正
「割賦販売法」改正（クーリング・オフ
４日間創設）
「食品衛生法」改正

１月
４月
７月
８月

国生審、「サービスに関する消費者保護
について」答申
公取委、「無果汁の清涼飲料水等につい
ての表示」を指定（告示）
「計量法」改正（家庭用計量器に合格マ
ーク）
国生審、消費者被害救済の諸制度の検討
開始
「消費生活用製品安全法」公布
経企庁物価局発足
「生活関連物質等の買占め売惜しみに
対する緊急措置に関する法律（買占め防
止法）
」公布
「有害物質を含有する家庭用品の規制
に関する法律」公布
「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律」公布
公取委、再販許容品目大幅縮小
公取委「商品の原産国に関する不当な表
示」を指定（告示）
厚生省、サッカリン使用基準の改正を告
示
「買占め防止法」改正、「国民生活安定
緊急措置法」公布

１月

２月
４月
８月
８月
10月
10月
11月
12月

10月
11月

３月
４月
６月
９月
９月
10月
11月
11月

ラルフ・ネーダー来日
消費者団体で化粧品・洗剤など再販商品
のボイコットを申合せ
家電各社、カラーテレビ値下げ
主婦連、「果実飲料等の表示に関する公
正競争規約」に不服申し立て
栄養改善普及会、ユニットプライス運動
進める
「ドルショック」
日本玩具協会、ＳＴマークを実施
消火器の訪問販売で問題続出
第10回全国消費者大会開催
過剰包装追放運動ひろがる
・このころ、ネズミ講「天下一家の会」
問題化

参考
資料

1971年
５月
（昭和46年）
５月
６月
６月
７月
８月

灘神戸生協、ユニットプライスを実施
全国消団連、
「ＰＣＢ追放大会」開催
ＳＦ商法で苦情続出
主婦連、第７回ＩＯＣＵ世界会議で再販
廃止決議を提案、採決
台風20号でプレハブ住宅の被害続出
第11回全国消費者大会開催
消費者団体と消費者連盟、「石油タンパ
ク検討会」で飼料化反対を申合せ
大手商社の買占めに批判高まる
千葉ニッコービフェニル混入事件
全国消団連、 ＰＣＢ汚染魚の追放を水
産庁に申し入れ
国立遺伝学研究所の遺伝研究グループ、
ＡＦ２防腐剤に関する研究結果発表
主婦連、欠陥プレハブ住宅被害者集会開
催
第１次オイルショック（物不足、「狂乱
物価」
）
各地でトイレットペーパー、洗剤など物
不足騒ぎおこる
第12回全国消費者大会開催

経企、厚生、農林、通産４省庁で物価対 ７月
策本部発足
「神戸市民のくらしをまもる条例」公布 ９月
（全国初）
厚生省、塩ビモノマー使用のスプレー式
殺虫剤の製造販売中止、回収措置
11月
建設省、ＢＬ（ベターリビング）マーク
制度を告示
厚生省、ＡＦ２を使用禁止
産構審、「マルチ商法、訪問販売など特
殊販売について」答申

消費者34団体、ＡＦ２を追放する総決起
大会開催
奪われたものを取りかえす消費者の会、
灯油訴訟提起（11月主婦連、鶴岡生協も
続く）
第13回全国消費者大会開催
・このころ、ヤミカルテル問題化

公取委、マルチ商法のホリディマジック ２月
社を立入検査
厚生省、歯科医療に関する苦情相談につ ２月
いて都道府県へ通知
３月
食品衛生調査会、サッカリンの暫定使用

大阪消費者友の会、神戸市消費者協会、
「歯の苦情110番」を設置
「マルチ商法被害者対策委員会」を結成
消費者24団体、「公共料金、消費者物価
値上げ反対国民中央集会」開催
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消費者行政等
６月
７月
10月
12月

消費者問題等

基準を緩和
文部省、学校給食パンに添加のリジンは
安全と都道府県に通達
「商品取引所法」改正
東京都衛研、市販容器から危険濃度をこ
える塩ビモノマー検出
科学技術庁、「塩化ビニールに関する特
別研究」結果公表

３月

厚生省合同研究班、合成洗剤に「催奇形
性なし」と結論
厚生省、「母乳汚染状況調査結果」公表
「訪問販売等に関する法律（訪問販売
法）」公布（現特定商取引法）
７省庁、ネズミ講対策各省連絡会発足
東京都衛研、ポリプロピレン製食器から
ＢＨＴ（酸化防止剤）を検出
国生審消費者保護部会、「消費者被害の
救済について（中間報告）」公表

１月

６月
７月
８月
11月

1976年
３月
（昭和51年）
６月
６月
６月
７月
10月
1977年
５月
（昭和52年）６月
６月

１月
10月
11月
12月

厚生省、カビ防止剤ＯＰＰ使用許可
５月
「独占禁止法」改正（課徴金制度導入）
国生審消費者保護部会、「昭和50年代の ７月
消費者保護のあり方について（中間とり
まとめ）」公表
９月
11月
11月

1978年
１月
（昭和53年）
２月
５月
８月
９月
11月
11月
1979年
６月
（昭和54年）
９月
10月
10月
1980年
２月
（昭和55年）
３月
４月
４月
５月
５月
５月
６月

経企庁、「欧米の消費者被害救済制度」
調査報告書公表
経企庁、消費者被害調査結果公表
第１回「消費者の日」
厚生省、食品添加物にＴＢＺを許可
産構審、「耐久消費財の品質保証のあり
方について」答申
「無限連鎖講の防止に関する法律（ネズ
ミ講防止法）
」公布
通産省、自販機を割賦販売法の指定商品
とする
「エネルギーの使用の合理化に関する
法律（省エネ法）」公布
国生審消費者政策部会、「危害情報の収
集・提供システムのあり方」等５件の報
告を内容とする意見を公表
「薬事法」改正、「医薬品副作用被害救
済基金法」公布
滋賀県、「琵琶湖の富栄養化の防止に関
する条例」公布

３月
９月
９月
11月

３月
６月
10月
11月

厚生省、過酸化水素使用基準の改正を告 ２月
示
国民生活センター、商品テスト・研修施 ９月
設開所
住宅性能保証制度発足
公取委「消費者信用の融資費用に関する
不当な表示」を指定（告示）
11月
「宅地建物取引業法」及び「積立式宅地
建物販売業法」改正
情報提供に関する改善措置等について
閣議了解
公取委「不動産のおとり広告に関する表
示」を指定（告示）
国生審消費者政策部会、「短期海外研修

銀行を告発する会、
「銀行被害110番」を
開設
消費者21団体、
「サッカリン追放連絡会」
結成集会開催
消費者団体、
「リジン添加阻止全国集会」
を開催、文部省に要望書提出
大阪府地域消費者団体連絡会「化粧品
110番」を設置
・このころ、合成洗剤追放運動強まる
第14回全国消費者大会開催
消費者団体、塩ビ食品容器の不買運動を
開始
アメリカＦＤＡ赤色２号の使用中止
欠陥住宅問題化
第15回全国消費者大会開催
このころからサラ金被害が社会問題化

消費者団体、第１回 ＯＰＰボイコット
集会開催
化粧品公害被害者の会、損害賠償訴訟を
提訴
東京高裁、松下電器ヤミ再販損害賠償請
求事件で損害額を認定できる証拠なし
として棄却
消費者団体、円高差益還元を要求
第16回全国消費者大会開催
最高裁、ジュース裁判で一般消費者に景
表法に基づく不服申立資格なしとして
主婦連の上告棄却
放射線の粉末野菜を使用したベビーフ
ード市場に出回る
一般消費税に反対運動強まる
第17回全国消費者大会開催

・このころ、第２次オイルショック
アメリカ、スリーマイル島原発事故によ
る原子力発電の安全性に不安高まる
灯油価格の上昇始まる
金の先物取引で被害続出
第18回全国消費者大会開催

子どものためのテレビコマーシャル規
制要求高まる
石油ヤミカルテル刑事事件判決（高裁判
決）
・このころ、水道水トリハロメタン汚染
問題
第19回全国消費者大会開催
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消費者行政等

消費者問題等

ツアーの適正化について」報告

11月
12月

1982年
２月
（昭和57年）
４月
５月

３月
６月
10月
11月
11月

石油ヤミカルテル民事事件判決（鶴岡）
ＩＯＣＵ第10回世界大会をハーグで開
催。消費者被害を防ぐ国際監視体制を提
言
東京弁護士会、食品安全基本法を提案
「日本消費者教育学会」設立
第20回全国消費者大会開催

厚生省、ナイロン製の器具・容器包装等 ２月
４規格を設定（告示）
「旅行業法」改正（公布）
９月
建設省、宅地建物取引の標準媒介契約約 11月
款を制定（告示）
公取委「おとり広告に関する表示」を指
定（告示）
「海外商品市場における先物取引の受
託等に関する法律（海先法）
」公布（2011
年商品先物取引法に吸収）
厚生省、臭素酸カリウムの使用基準等を
改正（告示）

日弁連「食品衛生法の改正を求める意見
書」を厚生省に提出
高松高裁立替金請求控訴事件判決
第21回全国消費者大会開催

運輸省「標準旅行業約款」の制定（告示）
厚生省「クリーニング業に関する標準営 ４月
業約款」の認可
５月
「貸金業の規制等に関する法律（貸金業 ９月
規制法）」公布（現貸金業法）
11月
食品に含まれる添加物78品目の物質名
表示の義務付け
国生審消費者政策部会「店舗外における
消費者取引の適正化について」報告
「商品取引所法」改正

・このころ、食品添加物問題
ＩＯＣＵ日本国際セミナー開催
東北地方を中心に新型ネズミ講発生
水銀乾電池回収問題発生
第22回全国消費者大会開催

国生審消費者政策部会「消費者取引に用 ２月
いられる約款の適正化について」報告
経企庁「健康食品」の販売等に関する総 ２月
合実態調査公表
国民生活センター、全国消費生活情報ネ ５月
ットワーク・システム「ＰＩＯ-ＮＥＴ」11月
運用開始
11月
「割賦販売法」改正（抗弁の接続、個品
割賦を対象にする内容）
12月
福岡県春日市「個人情報保護条例」可決
厚生省「健康食品対策室」発足
厚生省「理容業に関する標準営業約款」
及び「美容業に関する標準営業約款」の
認可
農水省「消費者の部屋」開設
経企庁「消費者信用適正化研究会」（中
間報告）公表

「消費者行政サミット」（９大都道府県
主催）開催
石油ヤミカルテル刑事事件判決（最高
裁）
キャプテンシステム認可（11月実施）
第23回全国消費者大会開催
ＯＥＣＤ「消費者利益と国際貿易に関す
るシンポジウム」開催
第11回 ＩＯＣＵ世界大会で国連消費者
保護ガイドラインの採択を要請する決
議を採択

石油ヤミカルテル民事事件判決（仙台高
裁）
豊田商事（金の現物まがい取引等）国会
で問題化
オーストリア産等のワインからジエチ
レングリコール検出、厚生省販売自粛を
要請
ＥＣ閣僚理事会製造物責任に関する指
令を採択
第24回全国消費者大会開催

12月

国生審消費者政策部会「情報化時代の消 ３月
費者政策について」報告
通産省「訪問販売トラブル情報提供制 ６月
度」発足
「市場アクセス改善のためのアクショ ７月
ンプログラムの骨格」決定
建設省「中高層分譲共同住宅管理業者登
録規程」を制定（告示）
７月
運輸省「標準宅配便約款」を制定（告示）
経企庁「消費者問題国民会議」開催（名 11月
古屋、福岡、仙台、東京（12月））
運輸省「モデル宿泊約款」の制定

５月

「特定商品等の預託等取引契約に関す ３月

海外（金融）先物取引会社の破産、事務

６月
７月
８月
1983年
２月
（昭和58年）３月
５月
８月
12月
12月
1984年
３月
（昭和59年）
４月
４月
５月
７月
10月
10月
11月
12月
1985年
４月
（昭和60年）
５月
７月
８月
９月
11月

1986年

国民生活センター、商品テスト誌「たし
かな目」発刊
第１期消費生活アドバイザー認定・登録
厚生省、プロピレングリコールの使用基
準を設定
国生審消費者政策部会、「消費者取引に
用いられる約款の適正化について」報告
同部会、「製品関連事故による消費者被
害の救済について」及び「消費者信用情
報機関の適正な運営について」報告
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1981年
２月
（昭和56年）
４月
４月
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（昭和61年）
５月
５月
５月
９月
10月
11月
12月
12月

1987年
７月
（昭和62年）
８月
９月
11月
12月

1988年
１月
（昭和63年）
４月
５月
５月
５月
５月
５月
７月
９月

11月
1989年
２月
（平成元年）
３月
５月
８月
10月

る法律（預託法）」公布
「有価証券に係る投資顧問業の規制等
に関する法律」公布
運輸省「標準トランクルームサービス約
款」の制定（告示）
「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律」改正
国生審「学校における消費者教育につい
て」教育課程審議会に要望
運輸省「標準引越運送・取扱約款」の制
定（告示）
経企庁「消費者問題国民会議」開催（札
幌、広島、金沢、東京（12月）
）
国生審消費者政策部会「消費者信用にお
ける金利等の弾力化等について」意見公
表
国生審サービス化委員会「新しいサービ
ス取引における消費者保護について」報
告
金融制度調査会消費者信用委員会「消費
者信用のあり方について」中間報告
「預託法」の適用を受ける施設利用権と
して、「語学を習得させるための施設を
利用する権利」を追加指定
「流通食品への毒物の混入等の防止に
関する特別措置法」公布
経企庁「消費者問題国民会議」開催（山
形、大阪、香川、東京）
「抵当証券業の規制等に関する法律」公
布

消費者問題等
５月
６月
10月
11月

２月
２月
３月
３月
４月
５月
６月
９月
11月
12月
12月
12月

所閉鎖相次いで発生
カネミ第２陣控訴審判決（福岡高裁）
生鮮野菜から、食品添加物が検出された
ことについて厚生省が添加物の適正使
用について指導
一部悪質抵当証券会社の詐欺的商法に
より被害を受ける購入者が多数発生
第25回全国消費者大会開催

売上税法案閣議決定
売上税反対集会各地で開催
霊感商法横行
カネミ油症事件原告とＰＣＢ製造元の
鐘淵化学工業が和解
カネミ油症事件被告の国が原告団の訴
訟取り下げに同意手続
売上税廃案
地婦連コメ輸入自由化についてのアン
ケート結果発表
ＩＯＣＵ第12回世界大会
第26回全国消費者大会開催
家庭用洗浄剤混用による死亡事故発生
ＡＴ車発進事故多発
アスベスト汚染問題化

厚生省「健康づくりのための運動指導者 ２月
の知識及び技能の審査証明事業の認定 ３月
に関する規程」（告示）の制定
６月
文部省、学習指導要領改訂（消費者教育 ７月
の本格導入）（小学校92年度、中学校93 ８月
年度、高等学校94年度から）
第１回「消費者月間」
「ネズミ講防止法」改正
11月
「宅地建物取引業法」改正
「訪問販売法」改正
経企庁「消費者問題国民会議」開催（岐
阜、福島、熊本、東京）
厚生省「化学的合成品たる食品添加物の
食品への食品添加物表示基準」の改正
国生審消費者政策部会「サービス取引に
おける約款の適正化について」及び「消
費者取引における個人情報保護の在り
方について」
、報告
厚生省「健康増進施設認定規程」
（告示）
の制定

国債ネズミ講、国会で問題化
水俣病刑事裁判、最高裁で刑事責任確定
牛肉・オレンジ輸入自由化問題決着
消費税反対7.12中央大会
消費者７団体「消費税反対消費者団体懇
談会」を結成、消費税反対の共同声明を
出す
第27回全国消費者大会開催
・このころ、大都市圏の地価高騰問題化

通産省「家庭用洗浄剤及び漂白剤等によ
る今後の事故発生防止対策について」を
業界に通達
文部省、小学校、中学校、高等学校の学
習指導要領改訂（消費者教育の充実）
経企庁「消費者問題国民会議」（千葉、
富山、岡山、東京）
通産省「高圧ガス取締法に基づくエアゾ
ール製品の基準」改正
通産省「家庭用品品質表示法電気機械器

消費税導入（３％）
原野商法相次いで摘発される
フロン全廃宣言を採択（ヘルシンキ会
議）
ＮＴＴダイヤルＱ２サービス開始
アジア太平洋消費者会議
第28回全国消費者大会開催

４月
５月
５月
７月
８月
11月
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11月
12月

12月
1990年
１月
（平成２年）
２月
５月
６月
６月
６月
６月
11月
1991年
４月
（平成３年）
５月
７月
９月
10月
10月
10月
1992年
５月
（平成４年）
５月
５月
10月
11月

1993年
４月
（平成5年） ４月
５月
６月
６月
７月
10月
11月
11月

参考
資料

12月

消費者問題等

具品質表示規程」改正
厚生省「化学的合成品以外の食品添加物
表示基準」制定
地方消費者行政推進委員会「地方消費者
行政の新たな展開」報告
通産省「家庭用品品質表示法雑貨工業品
品質表示規程」改正
「前払い式証票の規制等に関する法律
（プリペイドカード法）
」公布
通産省「消費者志向優良企業表彰制度」 １月
創設
２月
電気用品安全検討会「電気用品安全確保 ３月
を図るため早急に取り組むべき安全対 ５月
策について（中間報告）
」公表
経企庁「消費者問題国民会議」（青森、 ５月
滋賀、高知、東京）
７月
割賦販売審議会前払式取引部会「クレジ ８月
ット産業の今後の在り方について（中間
報告）
」公表
10月
割賦販売審議会前払式取引部会「前払式
取引業の今後の在り方について（中間報 11月
告）」公表
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
に関する法律」公布
「商品取引所法」改正
通産省「会員権取引に係る訪問販売の適
正化について」通達

カラーテレビの発煙・発火事故相次ぐ
消費者教育支援センター設立
日弁連等「欠陥商品110番」実施
日生協リサイクル・省資源型商品300種
の順次発売開始
リゾートクラブ会員権のトラブル増加
ＩＯＣＵ第13回世界大会
輸入レモンからポスト・ハーベスト農薬
「２，４-Ｄ」検出
湾岸情勢の影響で石油製品の値上げ相
次ぐ
第29回全国消費者大会開催
・このころ、マルチ、マルチまがい商法
被害増加
・このころ、悪質電話勧誘に関する苦情
増加

「資源の有効な利用の促進に関する法 ４月
律（リサイクル法）
」公布
４月
経企庁「消費者問題国民会議」開催（新
潟、大分、山梨、東京）
５月
運輸省、消費者行政課設置
郵政省「電気通信事業における個人情報 ５月
保護に関するガイドライン」公表
11月
国生審消費者政策部会報告「総合的な消
費者被害防止・救済の在り方について」
（中間報告）公表
消費生活専門相談員資格認定試験実施
「借地借家法」公布（定期借家制度新設）

牛肉・オレンジ自由化スタート
日弁連と７つの消費者団体「欠陥商品
110番」実施
「消費者のための製造物責任法の制定
を求める連絡会」結成集会
消費者団体・製造物責任法制定決起集会
第30回全国消費者大会開催
・このころ、ダイヤルＱ２に多数の苦情
・このころ、継続的役務取引のトラブル
増加

経企庁「消費者問題国民会議」
（神奈川、５月
兵庫、山口、東京）
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化 ６月
に関する法律」公布
10月
「計量法」公布
国生審消費者政策部会報告「総合的な消 11月
費者被害防止・救済の在り方について」
公表
国生審「ゆとり、安心、多様性のある国
民生活を実現するための基本的な方策
に関する答申」提出

「全国ダイヤルＱ２消費者問題連絡会」
結成
地球サミット開催（ブラジル）
カード破産を主とする個人の自己破産
急増と最高裁発表
第31回全国消費者大会開催

公取委、再販指定商品の縮小
公取委「おとり広告に関する表示」告示
の変更
２月
経企庁「消費者問題国民会議」（岩手、
静岡、愛媛、東京）
通産省「継続的役務取引適正化研究会」 ４月
報告書公表
「ＪＡＳ法」改正
７月
郵政省「電気通信利用者相談室」設置
中央薬事審議会製造物責任制度等特別 ９月
部会報告公表
厚生省「食品の日付表示に関する検討 11月
会」報告公表
農水省「食品表示問題懇談会」報告公表 11月

・このころ、バブル崩壊により変額保険
被害問題化
消費者のための製造物責任法の制定を
求める連絡会が各地で「欠陥商品110番」
を実施
ＥＣ閣僚理事会「消費者契約における不
公正条項に関する指令」を採択
製造物責任法制定を求める消費者の請
願署名全国で245万人を超える
抗ウイルス剤「ソリブジン」抗ガン剤と
の相互作用による死亡事故続発
記録的な冷夏、コメ不足でコメを緊急輸
入
経済改革研究会中間報告「規制緩和につ
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11月
11月
11月
12月
12月

1994年
１月
（平成６年）２月
５月
６月
７月
７月
11月
12月
12月
1995年
２月
（平成７年）
３月
４月
５月
５月
５月
６月
10月
10月
11月
12月

1996年
４月
（平成８年）
５月
５月
５月
６月
７月
９月
９月
11月
11月
12月
12月

消費者問題等

食品に係る消費者被害防止・救済対策研
究会報告公表
11月
産構審総合製品安全部会答申「事故防止 12月
及び被害救済のための総合的な製品安
全対策の在り方について」
「環境基本法」公布
国生審消費者政策部会報告「製造物責任
制度を中心とした総合的な消費者被害
防止・救済の在り方について」公表
国生審「製造物責任制度を中心とした総
合的な消費者被害防止・救済の在り方に
ついて（意見）」提出

いて」提出
第32回全国消費者大会開催
ガットウルグアイラウンドでコメ部分
開放の受け入れ決定
・このころ、マルチ、マルチまがい商法
被害増加続く

法制審民法部会審議結果公表
法制審総会で民法部会審議結果を了承
経企庁「消費者問題国民会議」（栃木、
奈良、宮崎、東京）
「不動産特定共同事業法」公布
「製造物責任法（ＰＬ法）」公布
「道路運送車両法」改正（リコールの法
制化）
国生審消費者政策部会消費者行政問題
検討委員会「今後の消費者行政の在り方
について」報告
厚生省「食品衛生法施行規則」等改正
農水省「ＪＡＳ法に基づく日本農林規格
及び品質表示基準」
（告示）改正

国産米品薄で価格が急騰
カラーテレビの発火事故で大阪地裁に
おいてメーカー敗訴
ＩＯＣＵ国際消費者法セミナー開催
第14回ＩＯＣＵ世界大会、名前をＣＩに
変更
第33回全国消費者大会開催
・このころ、
「価格破壊」進む

２月
３月
８月
９月
11月

経企庁「兵庫県南部地震関連生活問題 １月
110番」設置
総理府「消費者問題に関する世論調査」 ３月
公表
９月
食品の日付表示を期限表示に一本化
経企庁「消費者問題国民会議」開催（秋 10月
田、三重、島根、東京）
11月
「旅行業法」改正（1996年施行）
「食品衛生法及び栄養改善法」改正
「保険業法」全部改正
国民生活センター ホームページ開設
国民生活センター こんにゃくゼリー
窒息事故情報公表
食糧法施行、コメの流通規制の緩和
産構審消費経済部会答申「電話勧誘等に
よる販売及び連鎖販売取引の適正化の
ための方策の在り方」

阪神・淡路大震災で住宅関連の消費生活
相談急増、また、便乗悪質商法急増
「規制緩和推進計画」決定
水俣病被害者組織５団体、政府の示した
最終解決案を受け入れ
ＨＩＶ訴訟、和解勧告が出される
第34回全国消費者大会開催
・このころ、悪質な電話勧誘に関する苦
情急増続く
・このころ、悪質な電話勧誘による資格
商法に対する取締りを強化

公取委、「景品規則に関する告示等」改 ２月
正
７月
経企庁「消費者問題国民会議」開催（埼 11月
玉、名古屋、長崎、東京）
「訪問販売法」改正
厚生省「栄養表示基準制度」施行
「民事訴訟法」全面改正（少額訴訟制度）
Ｏ－157関係閣僚会議設置
青果物５品目に対し原産地表示を義務
付け
郵政省「放送における視聴者の加入者個
人情報の保護に関するガイドライン」公
表
総理府行政改革委員会行政情報公開部
会報告
郵政省「発信者情報通知サービスの利用
における発信者個人情報の保護に関す
るガイドライン」公表
国生審消費者政策部会「消費者取引の適
正化に向けて」報告
総理府行政改革委員会規制緩和小委員

欧州で狂牛病発生
病原性大腸菌Ｏ－157による食中毒続出
第35回全国消費者大会開催
・このころ、利殖に係る預り金を名目と
した広域詐欺事件の発覚と検挙
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消費者行政等
12月

５月
６月
７月
７月
９月
11月
12月
12月
1998年
１月
（平成10年）３月
３月
４月
４月
５月
５月
６月
６月
６月
６月
10月
10月
11月
12月
12月
12月

1999年
１月
（平成11年）２月
２月
３月
３月
３月
４月
５月

公取委、再販指定商品（化粧品、一般用
医療品）の指定取消
国民生活センター、朝日ソーラーを実名
公表
経企庁「消費者問題国民会議」開催（徳
島、福井、茨城、東京）
公取委、報告書「有料老人ホームにおけ
る消費者取引の適正化について」を公表
「特定商品等の預託等取引契約に関す
る法律」の施行令一部改正
郵政省「電気通信利用環境整備室」設置
法務省成年後見問題研究会報告公表
第30回消費者保護会議
行政改革会議最終報告公表
「介護保険法」公布

１月

国生審消費者政策部会中間報告公表
規制緩和推進３か年計画閣議決定
「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」
公布
法務省「成年後見制度の改正に関する要
綱試案」公表
「商品取引所法」改正
「ＨＡＣＣＰ支援法」公布
経企庁「消費者問題国民会議」（東京、
千葉、和歌山、鳥取）
「金融システム改革のための関係法律
の整備等に関する法律（金融システム改
革法）
」公布（金融ビックバン）
厚生省「有料老人ホーム等のあり方に関
する検討会」報告書公表
高度情報通信社会推進本部電子商取引
等検討部会「電子商取引等の推進に向け
た日本の取組み」報告書公表
「特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）」公布
農水省「食品等の表示・規格制度の見直
しについて」報告書公表
郵政省「電気通信サービスにおけるプラ
イバシー保護に関する研究会」報告書公
表
農水省「有機食品の検査・認証制度導入
について」報告書公表
国民生活センター「全国消費者フォーラ
ム」開催
文部省、小学校、中学校の学習指導要領
改訂（消費者教育の充実）
郵政省「電気通信事業における個人情報
保護に関するガイドライン」（告示）の
改訂

２月
５月

国生審消費者政策部会報告公表
産構審消費経済部会提言公表
割賦販売審議会クレジット産業部会中
間報告公表
規制緩和推進３か年計画（改定）閣議決
定
消費者政策国際会議
文部省、高等学校の学習指導要領改訂
（消費者教育の充実）
「訪問販売法」及び「割賦販売法」改正
経企庁「消費者問題国民会議」開催（東
京、京都、佐賀、群馬）

１月
５月

１月
４月
６月
11月

６月
６月
８月
10月
11月
11月

６月
６月

９月

発信電話番号通知サービスの試験サー
ビス開始
「ココ山岡」破産
・このころ、多重債務者を狙った手形に
係る広域詐欺事件の発覚と検挙
消費税３％から５％に変更
アメリカでタバコ訴訟和解成立
第36回全国消費者大会開催
・このころ、遺伝子組換食品に対して消
費者から表示の要求高まる
・このころ、預託商法の被害急増

参考
資料

1997年
４月
（平成９年）
４月

消費者問題等

会「創意で造る新たな日本」報告
郵政省「電気通信における利用環境整備
に関する研究会」報告書公表

発信者情報通知サービス開始
タバコ訴訟、ＪＴと国に 7,000万円損害
賠償請求
仏ワールドカップ、入場券不足問題
カップ麺の環境ホルモン溶出論争
医師への損害賠償訴訟提訴、97年596件
へ急増（５年前の約６割増）
ＯＥＣＤ電子商取引閣僚級会合で「プラ
イバシー保護」等を決定
アメリカ、タバコ訴訟25兆円で和解
第37回全国消費者大会開催

日本医師会、カルテ原則公開の指針
遺伝子組換えトウモロコシの花粉が周
辺のチョウに被害を及ぼすおそれを指
摘した論文が英科学誌「ネイチャー」に
掲載
ＰＬ訴訟における初めての肯定判決（名
古屋地裁）
消費者向け相談窓口を設置することや
化学物質の放出に基準を設置すること
等を内容とする優良住宅（ＢＬ）部品認
定制度の改定
クローン牛肉試験販売スタート
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６月
６月
７月
７月
７月

８月
８月
８月

11月
12月
12月
12月
12月
12月
12月

2000年
１月
（平成12年）
１月
３月
３月
３月
３月
４月
５月
５月
５月
６月
11月
12月
2001年
１月
（平成13年）

消費者問題等

「住宅の品質確保の促進等に関する法 ９月
律（住宅品質確保促進法）」公布
国民生活センター「多重債務者問題に関 10月
する調査報告書」公表
「ＪＡＳ法」改正
11月
「ダイオキシン類対策特別措置法（ダイ
オキシン対策法）」公布
大蔵省・通産省個人信用情報保護・利用
の在り方に関する作業部会「個人信用情
報保護・利用の在り方に関する論点・意 12月
見の中間的な整理」公表
12月
「不正アクセス行為の禁止等に関する 12月
法律」公布
農水省「食品表示問題懇談会遺伝子組換
え食品部会」報告
12月
「消費生活用製品安全法」、
「液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に関
する法律」
、
「電気用品取締法」
（「電気用
品安全法」に改称、ＰＳＣマーク導入）
及び「ガス事業法」改正
高度情報通信社会推進本部「我が国にお
ける個人情報保護システムの在り方に
ついて（中間報告）
」発表
改正民法等４法公布
「貸金業規制法」
、
「出資法」
、
「利息制限
法」改正
国生審消費者政策部会報告公表
金融審議会第一部会「中間整理（第二
次）」公表
厚生省「いわゆる栄養補助食品の取扱い
に関する検討会」中間報告書公表
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関
する特別措置法」公布（改正借地借家法
を含む）

病原性大腸菌Ｏ－157集団食中毒で堺市
への4,500万円賠償で結審（大阪地裁）
高利貸金業の「商工ローン」問題国会で
審議
第38回全国消費者大会開催
・このころ、消費者被害の救済に役立つ
消費者契約法の制定を求める特別決議
・このころ、東海村臨界事故についての
特別決議
コンピューター2000年問題への対応
和服モニターの高額商品購入問題多発
社団法人日本玩具協会が塩化ビニール
使用を含むおもちゃ素材表示の自主基
準作成
ＯＥＣＤ消費者政策委員会電子商取引
ガイドライン公表
・このころ、生命保険の転換問題
・このころ、電気通信業者や地方公共団
体等個人情報漏洩事件多発
・このころ、コンピュータウイルス被害
急増：99年に過去最悪の3,645件

厚生省食品衛生調査会バイオテクノロ ３月
ジー特別部会報告「組換え ＤＮＡ技術
応用食品・食品添加物の安全性審査の法
的義務化」公表
東アジア消費者政策シンポジウム
３月
ＣＯＤＥＸバイオテクノロジー応用食
品特別部会第１回会議
国民生活センター「金融商品に係る消費 ３月
者トラブル問題調査報告書」公表
規制緩和推進３か年計画（再改定）閣議 ４月
決定
６月
文部省・厚生省・農水省「食生活指針」
を策定「食生活指針の推進について」閣 ７月
議決定
10月
介護保険法施行（同法公布は、1997年12 10月
月）
「消費者契約法」公布
11月
「金融商品の販売等に関する法律」公布 11月
遺伝子組換え食品の安全性審査義務化
に関する告示公布
公取委「不当な価格表示についての景品
表示法上の考え方」を公表
「訪問販売法」改正（「特定商取引に関
する法律」と改称）及び「割賦販売法」
改正
「マンションの管理の適正化の推進に
関する法律」公布

ＣＯＤＥＸ食品規格委員会の「バイオテ
クノロジー応用食品特別部会」が遺伝子
組換え食品などの安全性評価について
の指針等を検討
「ココ山岡宝飾店」のダイヤモンド買戻
し商法に伴う訴訟で原告・被告双方が未
払い代金を免除する和解案により合意
弁護士広告原則解禁決定（10月から実
施）
成年後見制度開始
雪印乳業食中毒事故発生：有症者数
14,849名（９月８日現在）
三菱自動車リコール隠し発覚
新築住宅の住宅性能表示制度開始
エステティックサロン「エステｄｅミロ
ード」の運営会社破産
第39回全国消費者大会開催
ジェット噴流バスで死亡事故判明

中央省庁再編・内閣府設置 国民生活セ ９月
ンターの監督官庁が経企庁から内閣府
に移行、国民生活局も経企庁から内閣府 11月

国内で初めて牛海綿状脳症にり患した
牛を確認
第40回全国消費者大会開催
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消費者行政等
３月
４月

６月
10月
10月
11月
2002年
３月
（平成14年）３月
４月
４月
６月
６月
７月
８月
12月
12月
12月
12月
12月
2003年
３月
（平成15年）
４月
４月
５月
５月
５月
５月
５月
６月
６月
６月
７月
７月
８月
10月
2004年
１月
（平成16年）
３月
４月
４月
４月
５月
６月

消費者問題等
・このころ、いわゆる「ワン切り」問題
多発

参考
資料

６月

へ移管
規制改革推進３か年計画閣議決定
「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」公布
「電子消費者契約及び電子承諾通知に
関する民法の特例に関する法律（電子消
費者契約法）
」公布
「倉庫業法」改正
全ての食用牛を対象とした異常プリオ
ン（牛海綿状脳症）検査の開始
牛の特定危険部位（脳、目、せき髄、回
腸遠位部）の除去焼却義務化
「プロバイダー責任制限法」公布

電子商取引等に関する準則を策定
11 月 第41回全国消費者大会開催
規制改革推進３か年計画（改定） 閣議
・このころ、食品偽装表示事件等の多発
決定
「特定電子メールの送信の適正化等に
関する法律（特定電子メール法）」公布
「特定商取引法」改正
「ＪＡＳ法」改正（罰金額引き上げ）
「ＢＳＥ対策特別措置法」公布
「建築基準法等の一部を改正する法律」
公布（シックハウス症候群対策）
「健康増進法」公布
「有線電気通信法」改正（ワン切り規制）
食品の表示に関する共同会議開催
国生審消費者政策部会自主行動基準検
討委員会報告公表
「独立行政法人国民生活センター法」公
布
「農薬取締法」改正
規制改革推進３か年計画（再改定）閣議 11月
決定
12月
公正取引委員会、総務省から内閣府へ移
管
死亡牛全頭のＢＳＥ検査を開始
国生審消費者政策部会報告公表
国生審消費者政策部会公益通報者保護
制度検討委員会報告公表
「個人情報の保護に関する法律」公布
「食品安全基本法」公布（食品安全委員
会設置等）
「景品表示法」改正（不実証広告規制の
導入等）
食品安全関連５法公布（「ＨＡＣＣＰ支
援法」の改正等）
食の安全・安心のための政策大綱を公表
総務省に消費者行政課設置
農水省に消費・安全局設置
加工食品に係る期限表示用語の統一
「貸金業規制法及び出資法等の一部改
正法（ヤミ金融対策法）
」公布
生産情報公表ＪＡＳ規格（牛肉）の制定

第42回全国消費者大会開催
アメリカでＢＳＥ感染牛を確認。これに
伴い、同国からの牛肉等の輸入を停止
・このころ、架空不当請求被害増大

「食品安全基本法第21条第１項に規定 １月
する基本的事項」閣議決定
規制改革・民間開放推進３か年計画閣議
決定
11月
「個人情報の保護に関する基本方針」閣
議決定
公取委「有料老人ホーム等に関する不当
な表示」を指定（告示）
消費税総額表示制度開始
「特定商取引法」改正
「消費者保護基本法」改正（消費者基本

国内において高病原性鳥インフルエン
ザが発生・このころ、組織的なヤミ金融
事犯に係る犯罪被害財産の発覚
第43回全国消費者大会開催
・このころ、振り込め詐欺被害の多発
・このころ、偽造・盗難キャッシュカー
ドによる被害の急増
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年／項目

消費者行政等
６月
９月
11月
12月

2005年
３月
（平成17年）
４月
４月
４月
４月
５月
５月
６月
６月
６月
７月
８月

2006年
６月
（平成18年）
６月

７月
７月
12月
12月

2007年
５月
（平成19年）
７月
10月
11月
11月
12月

2008年
１月
（平成20年）
２月
３月
５月
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法に改称）
「公益通報者保護法」公布
第１回消費者政策会議
厚労省「めん類飲食店営業に関する標準
営業約款」及び「一般飲食店営業に関す
る標準営業約款」の認可
「裁判外紛争解決手続きの利用の促進
に関する法律（ＡＤＲ法）」公布
規制改革・民間開放推進３か年計画（改 ２月
定） 閣議決定
「消費者基本計画」閣議決定
５月
「個人情報の保護に関する法律」施行
（個人情報取扱事業者の義務規定）
11月
「独占禁止法」改正
11月
「携帯電話不正利用防止法」公布
「保険業法」改正
「特定電子メールの送信の適正化等に
関する法律（特定電子メール法）」改正
国生審消費者政策部会消費者団体訴訟
制度検討委員会報告公表
「食育基本法」公布
金融庁に「金融サービス利用者相談室」
設置
「ＪＡＳ法」改正
「偽造カード等及び盗難カード等を用
いて行われる不正な機械式預貯金払戻
し等からの預貯金者の保護等に関する
法律（預貯金者保護法）
」公布

京都議定書発効（温室効果ガス６％削減
目標）
高齢者を狙った悪質リフォーム工事被
害が社会問題化
耐震偽装問題
第44回全国消費者大会開催
・このころ、多重債務問題の深刻化
・このころ、生命保険、損害保険各社の
保険金不払い問題

「消費者契約法」改正（消費者団体訴訟 ３月
制度導入）
６月
「証券取引法等の一部を改正する法律」６月
「証券取引法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関す 10月
る法律」公布（「証券取引法」を「金融
商品取引法」に改称）
11月
「犯罪被害財産等による被害回復給付
金の支給に関する法律」公布（被害回復
給付金支給制度開始）
消費者政策会議「消費者基本計画」の検 11月
証・評価・監視の取りまとめ
「消費生活用製品安全法」改正
「貸金業法（貸金業等の規制に関する法
律より改称）
」
、
「出資法」
、
「利息制限法」
改正

シュレッダーによる幼児の指切断事故
シンドラー社エレベーター事故
「消防法」改正（住宅用火災報知機等の
設置義務付け）
「法テラス（日本司法支援センター）」
が相談開始
第45回全国消費者大会開催
・このころ、パロマ工業社製のガス瞬間
湯沸器の一酸化炭素中毒死亡事故問題
の顕在化
学納金返還訴訟最高裁判決
・このころ、いわゆる「ロコ・ロンドン
取引」の被害表面化

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保 ６月
等に関する法律（住宅瑕疵担保履行法）
」10月
公布
10月
消費者政策会議「消費者基本計画」の検 11月
証・評価・監視の取りまとめ
国民生活センター、こんにゃく入りゼリ
ーの窒息による死亡事故情報を公表
「消費生活用製品安全法」改正
「電気用品安全法」改正
犯罪利用預金口座等に係る資金による
被害回復分配金の支払等に関する法律
（振り込め詐欺救済法）
」公布

ＮＯＶＡ事件
郵政民営化
Ｌ＆Ｇ（円天）事件
第46回全国消費者大会開催
・このころ、ミートホープ事件等の食品
偽装表示事件の発覚

福田首相、施政方針演説で「消費者庁」 １月
を創設する方針を表明
４月
第１回消費者行政推進会議
９月
文科省、小学校、中学校の学習指導要領 ９月
改訂（消費者教育の充実）
11月
「消費者契約法等の一部を改正する法 11月
律」公布（特商法・景品表示法へ差止請
求の対象拡大）

中国冷凍ギョウザ問題
後期高齢者医療制度開始
リーマン・ブラザーズ破綻
事故米穀不正規流通問題
第47回全国消費者大会開催
「日本消費者法学会」設立
・このころ、ゼロゼロ物件トラブル増加

352

年／項目

消費者行政等
５月

2009年
１月
（平成21年）
３月
４月
４月
４月
４月
６月

６月
６月
７月
９月
2010年
１月
（平成22年）２月
３月
３月
３月
６月
８月
11月
11月

2011年
２月
（平成23年）３月
４月
６月
７月
10月
11月
11月

参考
資料

６月
６月
６月
７月

消費者問題等

「独立行政法人国民生活センター法」改
正（国民生活センターに紛争解決委員会
設置）
「保険法」公布
「特定電子メール法」改正
消費者行政推進基本計画閣議決定
消費者政策会議「消費者基本計画」の検
証・評価・監視の取りまとめ
平成20年度第２次補正予算成立。地方消 ２月
費者活性化基金創設
文科省、高等学校の学習指導要領改訂 ９月
（消費者教育の充実）
11月
「ＪＡＳ法」改正
「米穀等の取引等に係る情報の記録及
び産地情報の伝達に関す法律（米トレー
サビリティ法）」公布
国民生活センター裁判外紛争解決手続
（ＡＤＲ）開始
警察庁に「生活経済対策管理官」設置
「消費者庁関連３法（消費者庁及び消費
者委員会設置法、消費者庁及び消費者委
員会設置法の施行に伴う関係法律の整
備に関する法律、消費者安全法等）」公
布
「資金決済に関する法律」公布（「前払
い式証票の規制等に関する法律」廃止）
「独占禁止法」改正
「商品取引所法」改正（「商品先物取引
法」に改称）
消費者庁及び消費者委員会設置

商工ローン業者「ＳＦＣＧ（旧商工ファ
ンド）
」が民事再生法の適用を申請
花王「エコナ関連製品」製造・販売中止
第48回全国消費者大会開催
・このころ、新型インフルエンザの流行
・このころ、劇場型勧誘による被害多発

「消費者ホットライン」全国で運用開始 ４月
「地方消費者行政の充実・強化のための ５月
プラン」策定
「消費者基本計画」閣議決定
「消費者安全の確保に関する基本的な
方針」内閣総理大臣決定
国民生活センター、全国消費生活情報ネ
ットワーク・システム刷新、
「ＰＩＯ-Ｎ ９月
ＥＴ2010」運用開始
９月
「貸金業法」
、「出資法」
、「利息制限法」
完全施行
11月
消費者委員会初の建議
11月
「放送法」改正
「消費生活用製品安全法施行令」改正
（いわゆる使い捨てライターを追加指
定）

口蹄疫の発生
パロマ工業社製ガス瞬間湯沸器による
一酸化炭素中毒による死傷事故で、東京
地裁が前社長に有罪判決
・このころ、外国通貨購入の被害が増加
・このころ、クレジットカード現金化問
題
貴金属等の訪問買取り被害多発
消費者金融業者最大手「武富士」経営破
綻
第49回全国消費者大会開催
こんにゃく入りゼリー、製品に欠陥なし
判決

トランス脂肪酸表示の指針をまとめる １月
国民生活センター「震災関連悪質商法
110番」を被災４県対象に実施（120日間）３月
「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」改正
「老人福祉法」改正（有料老人ホーム利
用者保護、後見等の体制整備）
４月
「消費者基本計画」一部改定
国交省「宅地建物取引業法施行規則」改
正（悪質勧誘禁止）
越境消費者センター開設
７月
海外留学に仲介業者の認定制度「留学サ ７月
ービス審査機構」設立

グルーポンの販売したおせち料理に苦
情相談次ぐ
東日本大震災 原発事故発生
・このころ、震災に便乗した商法続発
・このころ、放射性物質に対する不安広
がる
生食用牛肉で集団食中毒発生
・このころ、小麦加水分解物を含有する
「茶のしずく石鹸」によるアレルギー発
覚
決済代行業者登録制度（任意）開始
地上デジタル放送完全移行（一部を除
く）
・このころ、不適切な発行・勧誘行為に
よる医療機関債トラブル発生
・このころ、安愚楽牧場事件（５月民事
再生法の適用申請、11月破産手続きへ）
ＰＳＣマークのない使い捨てライター

９月
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年／項目

消費者行政等

消費者問題等
12月

2012年
７月
（平成24年）
８月
８月
８月
８月
８月
９月
10月
12月
2013年
６月
（平成25年）
６月
６月
12月

販売禁止
第50回全国消費者大会開催
・このころ、スマートフォンのトラブル
急増

「地方消費者行政の充実・強化のための
指針」策定
「食品表示一元化検討会」報告書公表 ５月
「特商法」改正（訪問購入の追加）
「消費者教育の推進に関する法律」公布
「消費者基本法」改正
「消費者安全法」改正（消費者安全調査
委員会の設置、消費者の財産被害に係る
隙間事案への行政措置の導入）
「金融商品取引法」改正
消費者安全調査委員会発足
「消費者団体訴訟制度ダイヤル」開設

・このころ、サクラサイト商法の被害拡
大
「コンプガチャ」問題（景品表示法違反
の見解）
・このころ、劇場型投資被害増大
・このころ、被害を取り戻すという「二
次被害」増加
・このころ、健康食品の送りつけ商法多
発

「食品表示法」公布、
「食品衛生法」、
「Ｊ １月
ＡＳ法」「健康増進法」「消費者契約法」７月
（食品表示法へ差止請求の対象拡大）改
正
10月
「消費税転嫁対策特別措置法」公布
「平成25年版消費者白書（消費者政策の
実施の状況に関する報告書）」公表（消
費者庁初の法定白書）
「消費者の財産的被害の集団的な回復
のための民事の裁判手続の特例に関す
る法律」公布

第51回全国消費者大会
カネボウ化粧品、白斑の症状が確認され
た美白化粧品を自主回収
ホテル、百貨店、レストラン等における
食品表示等の不正事案多発
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[４] 消費者政策担当部局
国の消費者政策担当課室
総務課

千代田区永田町2-11-1

消費者政策課

山王パークタワー 5・6階

〒100-6178

03-3507-8800

参考
資料

消費者庁

消費者制度課
消費生活情報課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
消費者ホットライン
内閣官房

副長官補室

０５７０－０６４－３７０
（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを）
千代田区永田町1-6-1

〒100-8968

東京都港区赤坂1-9-13

〒107-0052

03-5545-7230

大臣官房企画調整課

千代田区永田町1-6-1

〒100-8914

03-5253-2111

食品安全委員会事務局

港区赤坂5-2-20

〒107-6122

03-6234-1177

食の安全ダイヤル

赤坂パークビル22階

公正取引
委員会

事務総局官房総務課

千代田区霞が関1-1-1

〒100-8987

03-3581-5471

警察庁

生活安全局
生活経済対策管理官

千代田区霞が関2-1-2

〒100-8974

03-3581-0141

金融庁

総務企画局政策課

千代田区霞が関3-2-1

〒100-8967

03-3506-6000

総務省

大臣官房企画課

千代田区霞が関2-1-2

〒100-8926

03-5253-5111

電気通信消費者相談センター 千代田区霞が関2-1-2

〒100-8926

03-5253-5900

法務省

大臣官房秘書課

千代田区霞が関1-1-1

〒100-8977

03-3580-4111

外務省

経済局政策課

千代田区霞が関2-2-1

〒100-8919

03-3580-3311

財務省

大臣官房総合政策課

千代田区霞が関3-1-1

〒100-8940

03-3581-4111

文部科学省

生涯学習政策局
男女共同参画学習課

千代田区霞が関3-2-2

〒100-8959

03-5253-4111

厚生労働省

政策統括官社会保障担当
参事官室

千代田区霞が関1-2-2

〒100-8916

03-5253-1111

農林水産省

消費・安全局消費・安全
政策課

千代田区霞が関1-2-1

〒100-8950

03-3502-8111

消費・安全局消費者情報官
「消費者の部屋」

相談電話 03-3591-6529
子ども相談電話 03-5512-1115

経済産業省

商務流通保安グループ
消費経済企画室

千代田区霞が関1-3-1

国土交通省

総合政策局安心生活政策課

千代田区霞が関2-1-3

〒100-8918

03-5253-8111

環境省

総合環境政策局総務課

千代田区霞が関1-2-2

〒100-8975

03-3581-3351

防衛省

大臣官房文書課

新宿区市谷本村町5-1

〒162-8801

03-3268-3111

復興庁
内閣府

〒100-8901

03-5253-2111

03-3501-1511

345
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国の消費者政策担当課室（地域別）
北海道に在住の方……
公正取引委員会事務総局
北海道事務所総務課

〒060-0042

札幌市中央区大通西12丁目札幌第三合同庁舎

011-231-6300

北海道農政事務所
消費・安全部消費生活課

〒060-0004

札幌市中央区北4条西17丁目19-6

011-642-5474

北海道農政事務所
函館地域センター

〒040-0032

函館市新川町25-18函館地方合同庁舎

0138-26-7800

北海道農政事務所
旭川地域センター

〒078-8506

旭川市宮前通東4155-31 旭川地方合同庁舎

0166-76-1277

北海道農政事務所
釧路地域センター

〒085-0017

釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎

0154-23-4401

北海道農政事務所
帯広地域センター

〒080-0016

帯広市西6条南7-3 帯広地方合同庁舎

0155-24-3154

北海道農政事務所
北見地域センター

〒090-0018

北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎

0157-23-4171

北海道農政事務所
苫小牧地域センター

〒053-0005

苫小牧市元中野町3-3-6

0144-32-5345

北海道経済産業局
産業部消費経済課

〒060-0808

札幌市北区北8条西2丁目1-1札幌第一合同庁舎 011-709-1792

北海道運輸局総務部総務課

〒060-0042

札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎

北海道総合通信局
総合通信相談所

〒060-8795

札幌市北区北8条西2丁目1-1札幌第一合同庁舎 011-709-3550

公正取引委員会事務総局
東北事務所総務課

〒980-0014

仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎

022-225-7095

東北農政局消費・安全部
消費生活課

〒980-0014

仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎

022-263-1111
(内4315)

東北農政局大崎地域センター

〒989-6156

大崎市古川西館2-3-33

0229-23-6211

東北農政局青森地域センター

〒030-0802

青森市本町2-10-4

017-775-2154

東北農政局八戸地域センター

〒039-1103

八戸市大字長苗代字狐田45-3

0178-29-2115

東北農政局盛岡地域センター

〒020-0013

盛岡市愛宕町13-33

019-624-1125

東北農政局奥州地域センター

〒023-0003

奥州市水沢区佐倉河字慶徳71

0197-25-3908

東北農政局秋田地域センター

〒010-0951

秋田市山王7-1-5

018-862-5639

東北農政局大仙地域センター

〒014-0014

大仙市大曲福住町3-14

0187-63-3222

011-290-2711

東北地方に在住の方……

東北農政局山形地域センター

〒990-0023

山形市松波1-3-7

023-622-7233

東北農政局酒田地域センター

〒998-0061

酒田市光ヶ丘2-13-6

0234-33-7248

東北農政局福島地域センター

〒960-8107

福島市浜田町1-9

024-534-4151

東北農政局いわき地域センター 〒970-8026

いわき市平字堂根町4-11いわき地方合同庁舎

0246-23-8511

東北経済産業局
産業部消費経済課

〒980-8403

仙台市青葉区本町3-3-1

022-221-4917

東北運輸局総務部総務課

〒983-8537

東北総合通信局総合通信相談所 〒980-8795

仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第四合同庁舎 022-299-8851
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎

022-221-0610

346
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関東・甲信越地方に在住の方……
公正取引委員会
事務総局官房総務課

〒100-8987

千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟 03-3581-5471
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

048-740-0358

関東農政局水戸地域センター

〒310-0061

水戸市北見町1-9

029-221-2185

関東農政局土浦地域センター

〒300-0871

参考
資料

関東農政局消費・安全部
〒330-9722
消費生活課
(静岡県を含む・新潟県を除く)

土浦市荒川沖東2-15-27

029-843-6892

関東農政局宇都宮地域センター 〒320-0806

宇都宮市中央2-1-16

028-633-3114

関東農政局大田原地域センター 〒324-0041

大田原市本町1-2812

0287-23-5611

関東農政局前橋地域センター

〒371-0025

前橋市紅雲町1-2-2

027-221-1182

関東農政局千葉地域センター

〒260-0014

千葉市中央区本千葉町10-18

043-221-0830

関東農政局東京地域センター

〒135-0062

江東区東雲1-9-5東雲合同庁舎

03-5144-5274

関東農政局横浜地域センター

〒231-0003

横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎

045-211-1333

関東農政局甲府地域センター

〒400-0031

甲府市丸の内1-1-18甲府合同庁舎

055-254-6012

関東農政局長野地域センター

〒380-0846

長野市旭町1108長野第1合同庁舎

026-233-2991

関東農政局松本地域センター

〒390-0851

松本市島内3572

0263-44-1311

北陸農政局新潟地域センター

〒951-8035

新潟市中央区船場町2-3435-1

025-228-5212

北陸農政局長岡地域センター

〒940-2103

長岡市古正寺中割51-3古正寺庁舎

0258-27-2011

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

048-600-0402

関東経済産業局産業部消費経済 〒330-9715
課(静岡県を含む)
関東運輸局総務部総務課

横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎

045-211-7204

関東総合通信局総合通信相談所 〒100-8795

〒231-8433

千代田区九段南1-2-1

03-6238-1940

信越総合通信局総合通信相談所 〒380-8795

長野市旭町1108長野第一合同庁舎

026-234-9961

東海・北陸地方に在住の方……
公正取引委員会事務総局中部事 〒460-0001
務所総務課（福井県を除く）

名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2 052-961-9421
号館

東海農政局消費・安全部
消費生活課(静岡県を除く)

〒460-8516

名古屋市中区三の丸1-2-2名古屋農林総合庁舎 052-223-4651
1号館

北陸農政局消費・安全部
消費生活課（新潟県を含む）

〒920-8566

金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎

076-263-2161
(内3751)

関東農政局静岡地域センター

〒420-8618

静岡市葵区東草深町7-18

054-246-6959

関東農政局浜松地域センター

〒432-8047

浜松市中区神田町字中北川525

053-441-0137

北陸農政局富山地域センター

〒930-0856

富山市牛島新町11-7富山地方合同庁舎

076-441-9309

北陸農政局福井地域センター

〒910-0859

福井市日之出3-14-15福井地方合同庁舎

0776-30-1629

東海農政局豊橋地域センター

〒441-8064

豊橋市富本町字国隠20-6

0532-45-8195

東海農政局岐阜地域センター

〒500-8288

岐阜市中鶉2-26

058-271-4046

東海農政局高山地域センター

〒506-0055

高山市上岡本町7-479

0577-36-9210

東海農政局津地域センター

〒514-0006

津市広明町415-1

059-228-3153

中部経済産業局産業部消費経済 〒460-8510
課(静岡県・福井県を除く)

名古屋市中区三の丸2-5-2

052-951-2560

中部運輸局総務部総務課

名古屋市中区三の丸2-2-1
名古屋合同庁舎第1号館

052-952-8002

〒460-8528

347
365

東海総合通信局総合通信相談所 〒461-8795

名古屋市東区白壁1-15-1
名古屋合同庁舎第3号館

052-971-9104

北陸総合通信局総合通信相談所 〒920-8795

金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎

076-233-4405

06-6941-2173

近畿地方に在住の方……
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所総務課
（福井県を含む）

〒540-0008

大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館

近畿農政局消費・
安全部消費生活課

〒602-8054

京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂 075-414-9761
町京都農林水産総合庁舎

近畿農政局大津地域センター

〒520-0044

大津市京町3-1-1大津びわ湖合同庁舎

077-522-4269

近畿農政局東近江地域センター 〒527-0023

東近江市八日市緑町11-24

0748-23-3874

近畿農政局大阪地域センター

〒540-0008

大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎1号館 06-6943-9691

近畿農政局神戸地域センター

〒650-0024

神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎

近畿農政局姫路地域センター

〒670-0940

姫路市三左衛門堀西の町18

079-281-3692

近畿農政局豊岡地域センター

〒668-0023

豊岡市加広町5-10

0796-22-6109

近畿農政局奈良地域センター

〒630-8113

078-331-9944

奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎

0742-32-1872

近畿農政局和歌山地域センター 〒640-8143

和歌山市二番丁2和歌山地方合同庁舎

073-436-3857

近畿経済産業局産業部
消費経済課

〒540-8535

大阪市中央区大手前1丁目5-44

06-6966-6000

近畿運輸局総務部総務課

〒540-8558

大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館

06-6949-6404

神戸海運監理部総務企画部総務 〒650-0042
課

神戸市中央区波止場町1-1
神戸第二地方合同庁舎

078-321-3141

近畿総合通信局総合通信相談所 〒540-8795

大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館

06-6942-8502

中国・四国地方に在住の方……
公正取引委員会事務総局近畿中 〒730-0012
国四国事務所中国支所総務課

広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎第4号館 082-228-1501

公正取引委員会事務総局近畿中 〒760-0068
国四国事務所四国支所総務課

高松市松島町1-17-33高松第二地方合同庁舎

087-834-1441

中国四国農政局消費・安全部
消費生活課

〒700-8532

岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎

086-224-9428

中国四国農政局
鳥取地域センター

〒680-0845

鳥取市富安2-89-4鳥取第1地方合同庁舎

0857-22-3183

中国四国農政局
松江地域センター

〒690-0001

松江市東朝日町192

0852-24-7311

中国四国農政局
広島地域センター

〒730-0012

広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館

082-228-9629

中国四国農政局
福山地域センター

〒720-0017

福山市千田町2-5-30

084-955-8642

中国四国農政局
山口地域センター

〒753-0042

山口市惣太夫町3-8

083-922-5203

中国四国農政局
徳島地域センター

〒770-0943

徳島市中昭和町2-32

088-622-6136

中国四国農政局
高松地域センター

〒760-0018

高松市天神前3-5

087-831-0827

348
366

〒790-8519

松山市宮田町188 松山地方合同庁舎

089-932-1379

中国四国農政局
高知地域センター

〒780-0870

高知市本町4-3-41高知地方合同庁舎

088-875-2155

中国経済産業局産業部
消費経済課

〒730-8531

広島市中区上八丁堀6-30

082-224-5671

四国経済産業局産業部
消費経済課

〒760-8512

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎

087-811-8526

中国運輸局総務部総務課

〒730-8544

広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎4号館

082-228-3434

四国運輸局総務部総務課

〒760-0068

高松市松島町1-17-33高松第二地方合同庁舎

087-835-6351

中国総合通信局総合通信相談所 〒730-8795

広島市中区東白島町19-36

082-222-3314

四国総合通信局総合通信相談所 〒790-8795

松山市宮田町8-5

089-936-5020

参考
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中国四国農政局
松山地域センター

九州地方に在住の方……
公正取引委員会事務総局
九州事務所総務課

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館

092-431-5881

九州農政局消費・安全部
消費生活課

〒860-8527

熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎

096-211-9105

九州農政局八代地域センター

〒866-0896

八代市日置町171-1

0965-62-8205

九州農政局福岡地域センター

〒812-0018

福岡市博多区住吉3-17-21

092-281-8261

九州農政局北九州地域センター 〒803-0817

北九州市小倉北区田町2-31

093-571-3623

九州農政局佐賀地域センター

〒840-0803

佐賀市栄町3-51

0952-24-3915

九州農政局長崎地域センター

〒852-8106

長崎市岩川町16-16長崎地方合同庁舎

095-845-7124

九州農政局大分地域センター

〒870-0047

大分市中島西1-2-28

097-532-6242

九州農政局宮崎地域センター

〒880-0801

宮崎市老松2-3-17

0985-22-5919

九州農政局延岡地域センター

〒882-0803

延岡市大貫町1-2884-1大貫庁舎

0982-35-7311

九州農政局鹿児島地域センター 〒892-0817

鹿児島市小川町3-64

099-222-0124

九州農政局鹿屋地域センター

〒893-0064

鹿屋市西原4-5-1鹿屋合同庁舎

0994-43-4136

九州経済産業局産業部
消費経済課

〒812-8546

福岡市博多区博多駅東2-11-1

092-482-5459

九州運輸局総務部総務課

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館

092-472-2312

熊本市西区春日2-10-1

096-326-7819

九州総合通信局総合通信相談所 〒860-8795
沖縄に在住の方……
沖縄総合事務局
総務部公正取引室

〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館

098-866-0031

沖縄総合事務局農林水産部
消費・安全課

〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館

098-866-1672

沖縄総合事務局経済産業部
商務通商課消費経済室

〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館

098-866-1741

沖縄総合事務局運輸部企画室

〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館

098-866-1812

沖縄総合通信事務所
総合通信相談所

〒900-8795

那覇市旭町1-9

098-865-2390

349
367

都道府県・政令指定都市の消費者政策担当課室
北海道

環境生活部くらし安全局

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

011-231-4111

消費者安全課
青森県

環境生活部県民生活文化課

岩手県

環境生活部県民くらしの安全課 〒020-8570

〒030-8570

青森市長島1-1-1

017-734-9206

盛岡市内丸10-1

019-624-2586

消費生活担当
宮城県

環境生活部消費生活・文化課

〒980-8570

仙台市青葉区本町3-8-1

022-211-2523

秋田県

生活環境文化部

〒010-8570

秋田市山王4-1-1

018-860-1516

県民文化政策課消費生活室
山形県

生活環境部くらし安心課

〒990-8570

山形市松波2-8-1

023-630-3101

福島県

生活環境部消費生活課

〒960-8043

福島市中町8-2 1Ｆ

024-521-7736

茨城県

生活環境部生活文化課

〒310-8555

水戸市笠原町978-6

029-301-2829

栃木県

県民生活部くらし安全安心課

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

028-623-2134

群馬県

生活文化部消費生活課

〒371-8570

前橋市大手町1-1-1

027-226-2274

埼玉県

県民生活部消費生活課

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-2935

千葉県

環境生活部県民生活課

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

043-223-2296

東京都

生活文化スポーツ局

〒163-8001

新宿区西新宿2-8-1

03-5388-3076

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

045-312-1121

消費生活部企画調整課
神奈川県

県民局くらし文化部

〒221-0835

消費生活課

かながわ県民センター

新潟県

県民生活・環境部消費者行政課 〒950-8570

新潟市中央区新光町4-1

025-280-5135

富山県

生活環境文化部県民生活課

〒930-8501

富山市新総曲輪1-7

076-444-3129

石川県

県民文化局県民生活課

〒920-8580

金沢市鞍月1-1

076-225-1386

〒910-8580

福井市大手3-17-1

0776-20-0287

〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

055-223-1352

消費生活グループ
福井県

安全環境部県民安全課
消費・生活グループ

山梨県

企画県民部消費者安全・
食育推進課

長野県

企画部生活文化課消費生活室

〒380-0936

長野市大字中御所字岡田98-1

026-223-6770

岐阜県

環境生活部環境生活政策課

〒500-8570

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

消費生活担当
静岡県

県民部県民生活局県民生活課

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

054-221-2257

愛知県

県民生活部県民生活課

〒460-8501

名古屋市中区三の丸3-1-2

052-954-6163

三重県

生活・文化部交通安全・

〒514-0004

津市栄町1-954

059-224-2400

消費生活室
滋賀県

県民文化生活部県民生活課

〒520-8577

大津市京町4-1-1

077-528-3412

京都府

府民生活部

〒601-8047

京都市南区新町通九条下ル

075-671-0030

大阪府

府民文化部府民文化総務課

〒540-8570

大阪市中央区大手前２丁目

06-6944-6638

兵庫県

健康福祉部生活消費局

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

078-362-3393

消費生活安全センター

消費生活課

350
368

奈良県

福祉部健康安全局消費・

〒630-8501

奈良市登大路町30番地

0742-27-8704

生活安全課消費者行政係
環境生活部県民局県民生活課

〒640-8585

和歌山市小松原通１-１

073-441-2345

鳥取県

生活環境部くらしの安心局

〒683-0043

米子市末広町294

0859-34-2765

〒690-0887

松江市殿町8-3

0852-22-5103

消費生活センター
島根県

環境生活部環境生活総務課

参考
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和歌山県

消費生活室
岡山県

県民生活部くらし安全安心課

〒700-8570

岡山市内山下2-4-6

086-226-7346

広島県

環境県民局総務管理部

〒730-8511

広島市中区基町10-52

082-513-2730

〒753-8501

山口市滝町1-1

083-933-2608

徳島市万代町1-1

088-621-2258

消費生活課
山口県

環境生活部県民生活課
消費生活班

徳島県

危機管理部県民くらし安全局県 〒770-8570
民くらし安全課

香川県

総務部県民活動・男女共同参画課 〒760-8570

高松市番町4-1-10

087-832-3172

愛媛県

県民環境部管理局県民生活課

〒790-8570

松山市一番町4-4-2

089-921-2300

高知県

文化生活部県民生活・

〒780-8570

高知市丸ノ内1-2-20

088-823-9653

〒812-8577

福岡市博多区吉塚本町13-50

092-632-1600

佐賀市天神3-2-11

0952-25-7059

〒850-8570

長崎市江戸町2-13

095-895-2318

〒862-8570

熊本市水前寺6-18-1

096-333-2291

〒870-0037

大分市東春日町1-1 NS大分ビル内

097-534-2038

〒880-8501

宮崎市橘通東2-10-1

0985-26-7054

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

099-286-2521

〒900-8570

那覇市泉崎1-2-2

098-866-2187

男女共同参画課
福岡県

新社会推進部生活安全課

佐賀県

くらし環境本部くらしの安全安 〒840-0815
心課（消費生活センター）

長崎県

県民生活部食品安全・
消費生活課

熊本県

環境生活部食の安全・
消費生活課

大分県

生活環境部県民生活・
男女共同参画課

宮崎県

県民政策部生活・協働・
男女参画課

鹿児島県

総務部県民生活局生活・
文化課消費者行政推進室

沖縄県

文化環境部県民生活課
消費生活班

351
369

札幌市

市民まちづくり局

〒060-8611

札幌市中央区北１条西２丁目

011-211-2245

〒980-8555

仙台市青葉区一番町4-11-1

022-268-7040

〒330-0853

さいたま市大宮区錦町682-2

048-643-2239

〒260-0045

千葉市中央区弁天1-25-1

043-207-3601

〒210-0006

川崎市川崎区砂子1-10-2

044-200-2262

市民生活部消費者センター
仙台市

消費生活センター

さ い た ま 市民局市民部
市

消費生活総合センター

千葉市

市民局生活文化部
消費生活センター

川崎市

経済労働局産業政策部
消費者行政センター

横浜市

経済観光局消費経済課

〒231-0017

横浜市中区港町1－1

045-671-2568

相模原市

企画市民局市民部生活安全課

〒252-5277

相模原市中央区中央2-11-15

042-769-8229

新潟市

市民生活部市民総務課

〒951-8550

新潟市中央区学校町通１番町

025-226-1049

消費生活センター
静岡市

生活文化局市民生活部

602番地１
〒420-8602

静岡市葵区追手町5-1

054-221-1386

〒430-8652

浜松市中区元城町103-２

053-457-2635

〒460-8508

名古屋市中区三の丸3-1-1

052-961-1111

消費生活センター
浜松市

生活文化部市民生活課
くらしのセンター

名古屋市

市民経済局生活流通部
消費流通課

京都市

市民総合相談課

〒604-8186

京都市中京区烏丸御池東南角

075-256-1110

大阪市

消費者センター

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2-1-10

06-6614-7521

堺市

市民人権局市民生活部

〒590-0078

堺市堺区北瓦町2-4-16

072-221-7908

〒650-8570

神戸市中央区加納町6-5-1

078-331-8181

〒700-8544

岡山市北区大供1-1-1

086-803-1105

消費生活センター
神戸市

市民参画推進局市民生活部
消費生活課

岡山市

市民局生活安全課
消費生活センター

広島市

消費生活センター

〒730-0011

広島市中区基町6-27

082-225-3329

北九州市

総務市民局安全・安心部

〒804-0067

北九州市戸畑区汐井町1-6

093-871-0428

〒810-0073

福岡市中央区舞鶴2-5-1

092-712-2929

消費生活センター
福岡市

市民局生活安全・危機対策部
消費生活センター

352
370

[５] 国民生活センター及び消費生活センター
独立行政法人国民生活センター
〒108-8602

東京都港区高輪3-13-22

03-3443-6211（代）

相模原事務所

〒252-0229

神奈川県相模原市中央区弥栄3-1-1

042-758-3161（代）

参考
資料

東京事務所

都道府県・市町村等の消費生活センター
北海道
北海道立消費生活センター

〒060-0003

札幌市消費者センター

〒060-0808

函館市消費生活センター
小樽・北しりべし消費者センター

〒040-0063
〒047-8660

旭川市消費生活センター
室蘭市消費生活センター

〒070-0031
〒051-8511

釧路市消費生活センター

〒085-0017

帯広市消費生活アドバイス
センター
北見市消費者相談室

〒080-0014
〒090-8501

岩見沢市消費者センター
網走市消費者相談室

〒068-0023
〒093-0035

留萌消費生活相談窓口
苫小牧市消費者センター

〒077-0041
〒053-0021

美唄市消費生活センター
芦別市消費生活相談窓口
江別市消費生活相談窓口
赤平市消費生活相談室
紋別市消費者センター

〒072-8660
〒075-8711
〒067-8674
〒079-1192
〒094-0004

士別地区広域消費生活センター
〒095-8686
名寄市消費生活センター
〒096-0001
（名寄地区広域消費生活センター）
根室市消費生活センター
〒087-8711
千歳市消費生活相談室
〒066-8686
滝川地方消費者センター
〒073-0032
深川地域消費者センター
〒074-0003
富良野市消費生活センター
〒076-0032
登別市消費生活センター
〒059-8701
恵庭市消費生活相談窓口
〒061-1409
北広島市消費生活相談室
〒061-1192
ようてい地域消費生活相談窓口
〒048-1595
岩内消費生活相談センター
〒045-0013
上砂川町消費生活センター
〒073-0292
美幌消費生活相談窓口
〒092-0012

札幌市中央区北３条西 7 丁目
北海道庁別館西棟 ２F
札幌市北区北 8 条西 3 丁目
札幌エルプラザ 2 階
函館市若松町１７番１２号棒二森屋６階
小樽市花園２丁目１２番１号
小樽市役所別館５階
旭川市１条通８丁目フィール旭川７階
室蘭市幸町 1-2

011-221-0110

釧路市幸町 3-3
釧路市観光国際交流センター2 階
帯広市西４条南１３丁目
とかちプラザ１階
北見市北２条東１丁目１１
北見市役所 北２条仮庁舎
岩見沢市 3 条西 4 丁目 8 番地 2
網走市駒場南 1 丁目 4-1
ふれあい活動センター内
留萌市明元町６丁目２２番地の１
苫小牧市若草町 3-3-8 市民活動センター内

0154-31-4521

011-728-2121
0138-26-4646
0134-23-7851
0166-25-9747
0143-25-3100

0155-22-8393
0157-23-4013
0126-23-7987
0152-44-7076
0164-42-0651
0144-33-6510

美唄市西３条南１丁目 1 番１号
芦別市北１条東１丁目３番地
江別市高砂町 6 番地
赤平市泉町４丁目１番地
紋別市本町 4 丁目 1 番 2 号
まちなか休憩所内
士別市東 6 条 4 丁目 1 番地
名寄市東 1 条南 7 丁目 1 番地 10

0126-62-3142
0124-22-2111
011-381-1026
0125-32-1833
0158-24-7779

根室市常盤町 2 丁目 27 番地
千歳市東雲町２丁目 34 番地
滝川市明神町 1-5-29
深川市 3 条 18 番 36 号
富良野市若松町 17 番 1 号
登別市中央町６丁目１１番地
恵庭市黄金南 1 丁目 3－10
北広島市中央 4-2-1
ニセコ町字富士見４７番地
岩内町字高台６番地
上砂川町字上砂川町４０番地１０
網走郡美幌町字栄町 4 丁目 4 番地の 1

0153-24-9065
0123-24-0193
0125-23-4778
0164-26-2210
0167-39-1166
0143-85-3491
0123-32-8191
011-372-3311
0136-44-1600
0135-62-1011
0125-62-2243
0152-72-0366

0165-23-3820
01654-2-3575

353
371

白老町消費生活相談窓口
浦河町消費生活センター
音更町消費生活センター

〒059-0995
〒057-0013
〒080-0302

清水消費者センター
芽室町消費生活センター

〒089-0192
〒082-0030

幕別町消費生活相談室
中標津町消費生活センター
青森県
青森県消費生活センター
青森県消費生活センター
弘前相談室

〒089-0692
〒086-1197

白老町大町１丁目１番１号
浦河町大通３丁目５２番地
音更町木野西通 17 丁目 1 番地
共栄コミュニティセンター1 階
上川郡清水町南４条２丁目２番地
河西郡芽室町本通１丁目１９
めむろーど３階
幕別町本町 130 番地
標津郡中標津町丸山２丁目２２番地

0144-82-2265
0146-22-6667
0155-67-5541

〒030-0822
〒036-8345

青森市中央三丁目 20-30 県民福祉プラザ内 017-722-3343
弘前市大字蔵主町 4 県弘前合同庁舎内
0172-36-4500

青森県消費生活センター
八戸相談室

〒039-1101

八戸市大字尻内町字鴨田 7 県八戸合同庁舎 0178-27-3381
内

青森県消費生活センター
むつ相談室
青森市民消費生活センター
弘前市市民生活センター
八戸市消費生活センター
五所川原市消費生活相談室
十和田市消費生活センター
むつ市消費生活センター
岩手県
岩手県立県民生活センター
盛岡市消費生活センター

〒035-0073

むつ市中央一丁目 1-8 県むつ合同庁舎内

0175-22-7051

〒030-8555
〒036-8182
〒031-8686
〒037-8686
〒034-8615
〒035-8686

青森市中央 1-22-5
弘前市大字土手町１５４番地１
八戸市内丸一丁目 1-1
五所川原市字岩木町 12
十和田市十二番町 6-１
むつ市中央一丁目８番１号

017-722-2326
0172-34-3179
0178-43-9216
0173-35-2111
0176-51-6757
0175-22-1111

〒020-0021
〒020-0878

019-624-2586
019-604-3301

0156-62-1151
0155-62-6556
0155-54-6606
0153-73-3111

宮古市消費生活センター
大船渡市消費生活センター
花巻市生活福祉部
市民生活総合相談センター
北上市消費生活センター
久慈市消費生活センター
遠野市消費生活相談窓口
一関市消費生活センター
一関相談室
一関市消費生活センター
千厩相談室
釜石市消費生活センター
二戸消費生活センター

〒027-8501
〒022-8501
〒025-8601

盛岡市中央通 3-10-2
盛岡市肴町 2-29
盛岡市役所肴町分庁舎 2 階
宮古市新川町 2-1
大船渡市盛町字宇津野沢 15
花巻市花城町 9 番 30 号

〒024-8501
〒028-8030
〒028-0524
〒021-8501

北上市芳町 1 番 1 号
久慈市川崎町１－１
遠野市新町 1-10
一関市竹山町 7-2

0197-72-8202
0194-54-8004
0198-62-6318
0191-21-8342

〒029-0803

一関市千厩町千厩字北方 174

0191-53-3957

〒026-8686
〒028-6103

0193-22-2701
0195-23-5800

奥州市市民課総合相談室
雫石町福祉課
滝沢村役場
宮城県
環境生活部消費生活・文化課相談啓
発班（消費生活センター）
大河原地方振興事務所
（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）

〒023-8501
〒020-0595
〒020-0192

釜石市只越町 3-9-13
二戸市石切所字荷渡 6-3
岩手県二戸地区合同庁舎１階
奥州市水沢区大手町 1-1
雫石町千刈田 5 番地 1
滝沢村鵜飼字中鵜飼 55 番地

〒980-8570

仙台市青葉区本町 3 丁目 8 番 1 号

022-211-2524

〒989-1243

柴田郡大河原町字南 129-1

0224-53-1486

〒989-6117

大崎市古川旭 4 丁目 1-1

0229-91-0764

0193-68-9081
0192-27-3111
0198-24-2111

0197-24-2111
019-692-6472
019-684-2111

354
372

〒987-2251

栗原市築館藤木 5-1

0228-22-2257

〒986-0812

石巻市東中里 1-4-32

0225-95-1411

〒987-0511

登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5

0220-22-6116

〒988-0181

気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6

0226-24-3186

〒980-8555
〒986-8501
〒985-8501
〒988-8501
〒981-1292
〒981-1592
〒985-8531
〒987-0602
〒987-2293
〒989-6188
〒987-8602

仙台市青葉区一番町 4-11-1 141 ビル 5 階
石巻市穀町１４－１
塩竈市旭町 1-1
気仙沼市八日町 1-1-1
名取市増田字柳田 80 番地
角田市角田字大坊４１
多賀城市中央２丁目１番１号
登米市中田町上沼字西桜場 18 番地
栗原市築館薬師一丁目７－１
大崎市古川七日町 1 番 1 号
美里町北浦字駒米 13

022-268-7040
0225-95-1111
022-364-1111
0226-22-3437
022-384-2111
0224-63-2118
022-368-1141
0220-34-2734
0228-22-1501
0229-21-7321
0229-33-2114

〒010-0001
〒017-0843

秋田市中通２－３－８
大館市字中町５

018-836-7806
0186-45-1041

〒013-8502

横手市旭川１－３－４１

0182-45-6103

〒010-8560
〒013-0023
〒012-8501

秋田市山王一丁目１－１
横手市中央町 8 番 2 号
湯沢市佐竹町 1 番 1 号

018-866-2016
0182-32-2919
0183-72-0874

〒990-8570
〒996-0002
〒992-0012
〒997-1392

023-624-0999
0233-29-1370
0238-24-0999
0235-66-5451

山形市消費生活センター

〒990-8580

山形市松波二丁目 8 番 1 号山形県庁内
新庄市金沢字大道上 2034 最上総合支庁内
米沢市金池 7-1-50 置賜総合支庁内
東田川郡三川町大字横山字
袖東 19 番 1 号庄内総合支庁内
山形市城南町１－１－１

米沢市消費生活センター
鶴岡市消費生活センター
酒田市消費生活センター
新庄市消費生活センター

〒992-8501
〒997-8601
〒998-8540
〒996-8501

米沢市金池 5-2-25
鶴岡市馬場町 9-25
酒田市本町２丁目２番４５号
新庄市沖の町 10-37

0238-22-5111
0235-25-2982
0234-26-5761
0233-22-2111

寒河江市消費生活センター
上山市消費生活センター
長井市消費生活センター
天童市消費生活センター
東根市消費生活センター

〒991-8601
〒999-3192
〒993-8601
〒994-8510
〒999-3795

寒河江市中央１－９－４５
上山市河崎 1-1-10
長井市ままの上 5 番 1 号
天童市老野森一丁目１番１号
東根市中央一丁目１番１号

0237-86-2111
023-672-1111
0238-87-0682
023-654-1111
0237-42-1111
(内 2172)

福島県
福島県消費生活センター
福島市消費生活センター
会津若松市消費生活センター
郡山市消費生活センター
いわき市消費生活センター

〒960-8043
〒960-8035
〒968-8601
〒963-8601
〒970-8026

福島市中町 8 番 2 号
福島市本町 2-6 2 階
会津若松市栄町 5-17
郡山市朝日一丁目 23 番 7 号
いわき市平字一町目１番地
ティーワンビル４階

024-521-7737
024-525-3774
0242-39-1228
024-924-2151
0246-22-7021

参考
資料

北部地方振興事務所栗原地域事務
所（県民サービスセンター）
東部地方振興事務所
（県民サービスセンター）
東部地方振興事務所登米地域事務
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）
仙台市消費生活センター
石巻市市民相談センター
塩竈市消費生活相談窓口
気仙沼市商工課消費生活相談窓口
名取市消費生活相談窓口
角田市生活環境課
多賀城市市民相談室
登米市消費生活相談窓口
栗原市消費生活相談窓口
大崎市消費生活センター
美里町消費生活相談窓口
秋田県
秋田県生活センター
秋田県生活センター
北部消費生活相談室
秋田県生活センター
南部消費生活相談室
秋田市市民相談センター
横手市消費生活センター
湯沢市消費生活センター
山形県
山形県消費生活センター
最上消費生活センター
置賜消費生活センター
庄内消費生活センター

023-647-2201

355
373

伊達市消費生活センター
茨城県
茨城県消費生活センター
水戸市消費生活センター
日立市消費生活センター
土浦市消費生活センター
古河市消費生活センター
石岡市消費生活センター
結城市消費生活センター
龍ケ崎市消費生活センター
下妻市消費生活センター

〒960-0692

伊達市保原町字舟橋 180 番地

〒310-0802
〒310-0063
〒316-0036
〒300-0043
〒306-0291
〒315-8640
〒307-8501
〒301-8611
〒304-8555

茨城県水戸市柵町 1-3-1 水戸合同庁舎
水戸市五軒町 1-2-12
日立市鮎川 1-1-10
土浦市中央２－１6-4
古河市下大野 2248
石岡市石岡一丁目 1 番地 1
結城市大字結城 1447
龍ケ崎市 3710
下妻市鬼怒 230

常総市消費生活センター
常陸太田市消費生活センター
笠間市消費生活センター
取手市消費生活センター
牛久市消費生活センター
つくば市消費生活センター
ひたちなか市消費生活センター
鹿嶋市消費生活センター
潮来市消費生活センター
守谷市消費生活センター
常陸大宮市消費生活センター
那珂市消費生活センター
筑西市消費生活センター
坂東市消費生活センター
稲敷市消費生活センター
かすみがうら市消費生活センター
桜川市消費生活センター
神栖市消費生活センター
行方市消費生活センター
鉾田市消費生活センター
つくばみらい市消費生活センター
小美玉市消費生活センター
茨城町消費生活センター
大洗町消費生活センター
城里町消費生活センター
東海村消費生活センター
大子町消費生活センター
美浦村消費生活センター
阿見町消費生活センター
栃木県
栃木県消費生活センター
宇都宮市消費生活センター

〒303-0024
〒313-8611
〒309-1737
〒302-0012
〒300-1292
〒305-0031
〒312-8501
〒314-8655
〒311-2421
〒302-0198
〒319-2292
〒311-0192
〒308-8616
〒306-0631
〒300-0792
〒300-0192
〒309-1292
〒314-0192
〒311-1792
〒311-1592
〒300-2492
〒319-0192
〒311-3192
〒311-1392
〒311-4391
〒319-1192
〒319-3526
〒300-0492
〒300-0392

足利市消費生活センター
栃木市消費生活センター
佐野市消費生活センター
鹿沼市消費生活センター
日光市消費生活センター

〒326-0821
〒328-0031
〒327-0398
〒322-8601
〒321-1261

〒320-8501
〒320-0026

024-575-2233

029-224-4722
029-226-4194
0294-33-3129
029-823-3928
0280-92-3111
0299-23-1111
0296-32-1161
0297-64-1120
0296-43-2111
(内 2956）
常総市水海道栄町 2680-1 水海道公民館内 0297-23-0747
常陸太田市金井町 3690
0294-70-1322
笠間市中央三丁目 3 番 6 号
0296-77-1313
取手市寺田 5139 番地
0297-72-5022
牛久市中央 3-15-1
029-830-8802
つくば市吾妻 1-2-5
029-861-1329
ひたちなか市東石川 2-10-1
029-273-0111
鹿嶋市大字平井 1187 番地 1
0299-85-1320
茨城県潮来市辻 765
0299-62-2138
守谷市大柏 950－1
0297-45-2327
常陸大宮市中富町 3135-6
0295-55-8073
那珂市福田 1819 番地 5
029-298-1111
筑西市下中山 732-1 筑西市役所
0296-21-0745
坂東市岩井 4365
0297-36-2035
稲敷市結佐１５４５番地
0299-78-3115
かすみがうら市大和田 562 番地
029-897-1111
茨城県桜川市岩瀬 64-2
0296-75-3111
神栖市溝口 4991-5
0299-90-1105
行方市山田 2564-10 行方市役所北浦庁舎内 0291-34-6446
鉾田市鉾田 1444-1
0291-33-2992
つくばみらい市加藤 237
0297-52-3449
小美玉市堅倉 835
0299-48-7802
茨城町小堤 1080 番地
029-291-1690
東茨城郡大洗町磯浜町 6881-275
029-267-5111
東茨城郡城里町石塚 1428-25
029-288-3111
東海村東海三丁目７番１１号
029-282-1711
大子町大字大子 866 番地
0295-72-1124
茨城県稲敷郡美浦村受領 1515
029-885-7141
稲敷郡阿見町中央一丁目 1 番 1 号
029-888-1871
宇都宮市塙田 1-1-20
宇都宮市馬場通り 4－1－1
うつのみや表参道スクエア 5 階
足利市南町 4254-1
栃木市日ノ出町 14 番 36 号
佐野市田沼町 974 番地 1
鹿沼市今宮町 1688-1
日光市今市 456 ショッピングプラザ日光
4階

028-623-3244
028-616-1561
0284-73-1210
0282-23-8899
0283-61-1161
0289-63-2122
0188-22-4743

356
374

〒323-0827
〒321-4325
〒324-0057
〒329-2192
〒325-0042
〒329-1392
〒321-0692
〒329-0492
〒329-0696
〒321-4293
〒321-0292
〒329-0195
〒329－3292

小山市神鳥谷 931-3 市役所神鳥谷庁舎 2 階
真岡市田町 1,344 番地
大田原市住吉町 1-9-37
矢板市本町５番４号
那須塩原市桜町 1-5
栃木県さくら市氏家 2771
那須烏山市中央 1-1-1
下野市小金井 1172
上三川町しらさぎ 1-1
益子町大字益子 2030
壬生町通町 12 番 22 号
栃木県下都賀郡野木町大字丸林 571
那須郡那須町大字寺子丙 3－13

0285-22-3711
0285-84-7830
0287-23-6236
0287-43-6755
0287-63-7900
028-681-2575
0287-83-1014
0285-40-5555
0285-56-9153
0285-81-3881
0282-82-1106
0280-57-4153
0287-72-6937

〒371-8570
〒371-0022
〒370-8501

前橋市大手町 1-1-1-2 階
027-223-3001
前橋市千代田町 2-5-5 シーズポート 108 号 027-231-1755
高崎市高松町 35 番地 1 高崎市役所 1 階
027-327-5155

桐生市消費生活センター

〒376-0045

伊勢崎市消費生活センター

〒372-8501

太田市消費生活センター
沼田市消費生活センター
館林市消費生活センター
渋川市消費生活センター

〒373-0038
〒378-0053
〒374-0029
〒377-0007

藤岡市消費生活センター
富岡市消費生活センター
安中市消費生活センター
みどり市消費生活センター
甘楽町消費生活センター
玉村町消費生活センター
板倉町消費生活センター
明和町消費生活センター
大泉町消費生活センター
邑楽町消費生活センター
吾妻郡消費生活センター
埼玉県
埼玉県消費生活支援センター
埼玉県消費生活支援センター川越
埼玉県消費生活支援センター
春日部
埼玉県消費生活支援センター熊谷
消費生活総合センター

〒375-8601
〒370-2316
〒379-0192
〒376-0192
〒370-2292
〒370-1132
〒374-0192
〒370-0795
〒370-0595
〒370-0692
〒377-0425

桐生市末広町 13-4
桐生市保健福祉会館 4 階
伊勢崎市今泉町二丁目 410
伊勢崎市役所 5 階
太田市浜町 2 番 35 号 太田市役所 2 階
沼田市東原新町 1801-40
館林市仲町 5 番 25 号
渋川市石原６－１
渋川市役所第二庁舎１階
藤岡市中栗須 327
富岡市富岡 1439-1 あい愛プラザ２階
安中市安中 1-23-13
みどり市大間々町大間々1511
甘楽郡甘楽郡甘楽町大字小幡 161-1
玉村町大字下新田 227-1
板倉町大字板倉 2067 番地
邑楽郡明和町新里 250 番地 1
大泉町日の出 55 番 1 号
邑楽町大字中野 2570-1
中之条町大字西中之条 135

0274-22-1211
0274-62-8362
027-382-1111
0277-76-0987
0274-74-3306
0270-20-4020
0276-82-1111
0276-84-3299
0876-63-3111
0276-47-5047
0279-75-1166

〒333-0844
〒350-1124
〒344-0038

川口市上青木 3-12-18
川越市新宿町 1-1-1
春日部市大沼 1-76

048-261-0930
049-249-4751
048-734-0998

〒360-0014
〒330-0853

048-523-1711
048-645-3002

浦和消費生活センター

〒330-0055

岩槻消費生活センター

〒339-8585

川越市生活情報センター
熊谷市消費生活相談窓口

〒350-1122
〒360-8601

熊谷市箱田 5-13-1
さいたま市大宮区錦町 682-2
大宮情報文化センター（JACK 大宮）17 階
さいたま市浦和区東高砂 11-1
コムナーレ９階
さいたま市岩槻区本町 3-2-5
岩槻区役所内 ワッツ東館 3 階
川越市脇田町 105 番地アトレ 6 階
熊谷市宮町二丁目 47 番地 1

参考
資料

小山市消費生活センター
真岡市消費生活センター
大田原市消費生活センター
矢板市消費生活センター
那須塩原市消費生活センター
さくら市消費生活センター
那須烏山市消費生活センター
下野市消費生活センター
上三川町消費生活センター
芳賀地区消費生活センター
壬生町消費生活センター
野木町消費生活センター
那須町消費生活センター
群馬県
群馬県消費生活センター
前橋市消費生活センター
高崎市消費生活センター

0277-40-1112
0270-20-7301
0276-30-2228
0278-20-1500
0276-72-9003
0279-22-2325

048-871-0165
048-790-0202
049-226-7066
048-524-1111

357
375

川口市市民生活部市民相談
（消費生活相談コーナー）
行田市消費生活センター
秩父市消費生活センター
所沢市消費生活センター
飯能市消費生活センター
加須市市民相談室
消費生活相談窓口
消費生活センター東松山
春日部市消費生活相談
狭山市消費生活センター
羽生市消費生活相談室
鴻巣市消費生活センター
深谷市消費生活センター
上尾市消費生活センター

〒332-8601

川口市青木 2-1-1

048-258-1110

〒361-8601
〒368-8686
〒359-1143
〒357-8501
〒347-8501

行田市本丸 2-5
秩父市熊木町 8－15
所沢市宮本町一丁目 1 番 2 号
飯能市大字双柳 1-1
加須市下三俣 290 番地

048-556-1111
0494-25-5200
04-2928-1233
042-973-2126
0480-62-1111

〒355-0017
〒344-8577
〒350-1305
〒348-8601
〒365-8601
〒366-8501
〒362-0075

0493-23-2221
048-736-1111
04-2954-7745
048-560-6270
048-541-1321
048-574-6633
048-775-0800

草加市消費生活センター

〒340-0053

越谷市立消費生活センター

〒343-0813

蕨市消費生活センター
戸田市消費生活センター

〒335-8501
〒335-8588

東松山市松葉町 1-2-3
春日部市中央 6-2
狭山市入間川 2-2-25
羽生市東 6-15
鴻巣市中央１番１号
深谷市仲町 11-1
上尾市柏座 4-2-3
コミュニティセンター2 階
草加市旭町 6-13-20
草加市立勤労福祉会館内
越谷市越ヶ谷 4-1-1
越谷市中央市民会館４階
蕨市中央 5-14-15
埼玉県戸田市上戸田 1-18-1

入間市消費生活センター
朝霞市消費生活相談室
志木市消費生活相談コーナー
和光市消費生活センター
新座市消費生活相談室
桶川市消費生活センター
久喜市消費生活相談室
北本市消費生活センター
八潮市消費生活センター
富士見市消費生活相談
三郷市消費生活相談室
蓮田市消費生活センター
坂戸市消費生活センター
市民生活部くらし安全課
鶴ヶ島市消費生活センター

〒358-8511
〒351-8501
〒353-0002
〒351-0192
〒352-8623
〒363-8501
〒346-8501
〒364-8633
〒340-8588
〒354-8511
〒341-8501
〒349-0193
〒350-0292
〒340-0192
〒350-2292

入間市豊岡 1-16-1
朝霞市本町 1-1-1
志木市中宗岡 1-1-1
和光市広沢 1-5
新座市野火止 1-1-1
桶川市泉 1-3-28
久喜市下早見 85－3
北本市本町 1-111
八潮市中央 1-2-1
富士見市大字鶴馬 1800-1
三郷市花和田 648-1
埼玉県蓮田市大字黒浜 2799-1
坂戸市千代田 1-1-1
幸手市東 4-6-8
鶴ヶ島市大字三ツ木 16-1

日高市消費生活相談センター

〒350-1292

日高市大字南平沢 1020 番地

吉川市消費生活センター
ふじみ野市消費生活センター
白岡市消費生活センター
三芳町消費生活相談室
毛呂山町消費生活センター
越生町消費生活センター
嵐山町消費生活センター
小川町消費生活センター
鳩山町消費生活センター
ときがわ町家族相談支援センター

〒342-8501
〒356-8501
〒349-0292
〒354-8555
〒350-0493
〒350-0494
〒355-0211
〒355-0392
〒350-0302
〒355-0356

吉川市吉川 2-1-1
ふじみ野市福岡 1-1-2
白岡市千駄野 432 番地
三芳町藤久保 1100-1
入間郡毛呂山町中央 2-1
入間郡越生町大字越生 900-2
嵐山町大字杉山 1030-1
比企郡小川町大字大塚 55
鳩山町大字大豆戸 184-16
ときがわ町大字関堀 145-2

048-941-6111
048-965-8886
048-432-4286
048-441-1800
（内 262）
04-2964-1111
048-463-1111
048-473-1111
048-424-9116
048-424-9162
048-786-3211
0480-22-1111
048-594-5529
048-996-2111
049-252-7181
048-930-7725
048-765-1723
049-283-1331
0480-43-1111
049-271-1111
(内 202)
042-989-2111
(内 6182)
048-982-9697
049-262-9026
0480-93-7700
049-258-0019
049-295-2112
049-292-3121
0493-62-2150
0493-72-1221
049-296-5895
0493-65-0222

358
376

〒369-1292
〒345-8502
〒343-0192

埼玉県大里郡寄居町大字寄居 11180-1
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 2-9-29
松伏町大字松伏 2424

048-581-2121
0480-33-1111
048-991-1854

〒273-0014
〒260-0045
〒288-8601
〒272-8561
〒273-0005
〒292-8501
〒271-0073

047-431-3811
043-207-3601
0479-24-8194
047-332-4312
047-423-3006
0438-23-8460
047-366-7329

野田市消費生活センター
茂原市消費生活センター
成田市消費生活センター
佐倉市消費生活センター

〒278-8550
〒297-8511
〒286-8585
〒285-0005

旭市消費生活センター
習志野市消費生活センター

〒289-2504
〒275-0016

柏市消費生活センター
市原市消費生活センター

〒277-0004
〒290-0081

流山市消費生活センター
八千代市消費生活センター
我孫子市消費生活センター

〒270-0192
〒276-8501
〒270-1151

鎌ケ谷市消費生活センター
君津市消費生活センター
浦安市消費生活センター
四街道市消費生活センター
袖ケ浦市消費生活センター
八街市消費生活センター
印西市消費生活センター
白井市消費生活センター
富里市消費生活センター
香取市消費生活センター
山武市消費生活センター
東京都
東京都消費生活総合センター

〒273-0195
〒299-1192
〒270-0002
〒284-0005
〒299-0292
〒289-1192
〒270-1396
〒270-1492
〒286-0292
〒287-8501
〒289-1392

船橋市高瀬町 66-18
千葉市中央区弁天 1-25-1
銚子市若宮町１－１
市川市八幡 2－15－10 パティオビル 8 階
船橋市本町 1-3-1 フェイスビル 5 階
木更津市潮見 2-1
松戸市小根本 7 番地の 8
京葉ガス F 松戸第 2 ビル 5 階
野田市鶴奉７－１
茂原市道表１
成田市花崎町 760
佐倉市宮前 3-4-1
ミレニアムセンター佐倉 3 階
旭市ニの 5127 番地
習志野市津田沼 5-12-12
庁舎分室サンロード津田沼 4 階
柏市柏下 73 中央体育館管理棟１階
市原市五井中央西 1-1-25
サンプラザ市原 2 階
流山市平和台 1-1-1
八千代市大和田新田 312-5 第 2 別館
我孫子市本町 3 丁目 2 番 28 号
アビイクオーレ 2 階
鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1
君津市久保 2-13-1
浦安市北栄 1－1－16
四街道市四街道 1-20-23
袖ケ浦市坂戸市場 1-1
八街市八街ほ 35 番地 29
印西市大森 2364-2
白井市復 1123
富里市七栄 652 番地 1
香取市佐原ロ 2127
山武市殿台 296

千代田区消費生活センター
中央区消費生活センター
港区立消費者センター
新宿区立新宿消費生活センター
文京区消費生活センター
台東区消費者相談コーナー
すみだ消費者センター
江東区消費者センター
品川区消費者センター

〒102-8688
〒104-8404
〒108-0023
〒160-0022
〒112-8555
〒110-8615
〒131-0045
〒135-0011
〒140-0014

〒162-0823

新宿区神楽河岸 1 番 1 号
セントラルプラザ 15～17 階
千代田区九段南 1-2-1
中央区築地 1-1-1
港区芝浦 3-1-47
新宿区新宿 5-18-21
文京区春日 1-16-21
台東区東上野 4-5-6 ９階
墨田区押上 2-12-7 セトル中之郷 2 階
江東区扇橋 3-22-2 パルシティ江東 2 階
品川区大井 1-14-1
大井１丁目共同ビル 4 階

参考
資料

寄居町消費生活センター
杉戸町消費生活センター
松伏町消費生活センター
千葉県
千葉県消費者センター
千葉市消費生活センター
銚子市消費生活センター
市川市消費生活センター
船橋市消費生活センター
木更津市消費生活センター
松戸市消費生活センター

04-7123-1084
0475-20-1505
0476-23-1161
043-483-3010
0479-63-7272
047-451-1151
04-7163-5853
0436-21-0844
04-7158-0999
074-485-0559
04-7185-1469
047-445-1141
0439-56-1529
047-390-0086
043-422-2155
0438-62-3428
043-443-1405
0476-42-3306
047-492-1111
0476-93-5348
0478-50-1300
0475-80-1201
03-3235-1151
03-5211-4179
03-3546-5332
03-3456-4159
03-5273-3834
03-5803-1105
03-5246-1144
03-5608-1516
03-5683-0321
03-5718-7181
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目黒区消費生活センター
大田区立消費者生活センター
世田谷区消費生活センター
渋谷区立消費者センター
中野区消費生活センター
杉並区立消費者センター
豊島区消費生活センター

〒153-0063
〒144-0052
〒154-0004
〒150-0002
〒164-8501
〒167-0051
〒170-0013

北区消費生活センター
荒川区消費者相談室
板橋区消費者センター

〒114-8503
〒116-0002
〒173-0004

練馬区消費生活センター
足立区消費者センター
葛飾区消費生活センター
江戸川区消費者センター
八王子市消費生活センター

〒177-0041
〒123-0851
〒124-0012
〒132-0031
〒192-0082

立川市消費生活センター
武蔵野市消費生活センター

〒190-0012
〒180-0004

三鷹市消費者活動センター
青梅市消費者相談室
府中市消費生活相談室

〒181-0013
〒198-8701
〒183-0034

昭島市諸費生活相談室
調布市消費生活相談室
町田市消費生活センター

〒196-8511
〒182-8511
〒194-0013

小金井市消費生活相談室
小平市消費生活相談室
日野市消費生活相談室
東村山市消費生活センター
国分寺市消費生活相談室
国立市消費生活相談コーナー
狛江市消費生活相談コーナー

〒184-8504
〒187-8701
〒191-0011
〒189-8501
〒185-8501
〒186-8501
〒201-8585

清瀬市消費生活センター
東久留米市消費者センター
多摩市消費生活センター
稲城市消費者ルーム

〒204-0021
〒203-8555
〒206-0025
〒206-0804

羽村市消費生活センター
〒205-0003
西東京市消費者センター
〒202-0005
神奈川県
県民局くらし県民部消費生活課相 〒221-0835
談第一グループ・相談第二グループ
（かながわ中央消費生活センター）
横浜市消費生活総合センター
〒233-0002
川崎市消費者行政センター

360

〒210-0006

目黒区目黒 2-4-6 目黒区民センター1 階
大田区蒲田五丁目 13-26-101
世田谷区太子堂 2-16-7
渋谷区渋谷 1-12-5
中野区中野 4-8-1
杉並区荻窪 5-15-13 あんさんぶる荻窪 3 階
豊島区東池袋 1－20－15
生活産業プラザ 2 階
北区王子 1-11-1 北とぴあ１１階
荒川区荒川 2-1-5 セントラル荒川ビル３階
板橋区板橋 2-65-6
板橋区情報処理センター7 階
練馬区石神井町 2-14-1
足立区梅田 7-33-1
葛飾区立石 5-27-1 ウィメンズパル
江戸川区松島 1-38-1 グリーンパレス 1 階
八王子市東町 5-6
クリエイトホール地下 1 階
立川市曙町 2-36-2
武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7
武蔵野商工会館 3 階
三鷹市下連雀 3-22-7
青梅市東青梅 1-11-1
府中市住吉町 1-84-1
ステーザ府中中河原 4 階女性センター内
昭島市田中町 1-17-1
調布市小島町 2-35-1
町田市原町田 4-9-8
町田市民フォーラム 3 階
小金井市本町 6-6-3
小平市小川町 2-1333
日野市日野本町 1-6-2
東村山市本町 1-2-3
国分寺市戸倉 1-6-1
国立市富士見台 2-47-1
狛江市和泉本町 1-1-5

03-3711-1133
03-3736-7711
03-3410-6521
03-3406-7641
03-3389-1191
03-3398-3141
03-5992-7015

横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2
かながわ県民センター6 階

045-312-1121(
内 2650､2660)

横浜市港南区上大岡西 1-6-1
ゆめおおおかｵﾌｨｽﾀﾜｰ 4,5 階
川崎市川崎区砂子 1-8-9
川崎御幸ビル 5 階

045-845-7722

03-5390-1239
03-3802-4673
03-3579-2266
03-5910-3089
03-3885-5385
03-5698-2316
03-5662-7635
042-631-5456
042-528-6801
0422-21-2972
0422-43-7874
0428-22-1111
042-360-3320
042-544-9399
042-481-7140
042-725-8805

042-384-4999
042-346-9532
042-581-3556
042-395-8383
042-325-0111
042-576-3201
03-3430-1111
(内 2229）
清瀬市元町 1-4-17
042-495-6211
東久留米市本町 3-3-1
042-473-4505
多摩市永山 1-5 ベルブ永山 3 階
042-374-9595
稲城市百村 2111 番地ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ生活協同組合 042-370-7510
連合会稲城事務センター3 階
羽村市緑ヶ丘 5-1-30
042-555-1111
西東京市住吉町 6-1-5
042-425-4141

044-200-2262
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北消費生活センター

〒252-0143

相模原消費生活センター

〒252-0231

南消費生活センター

〒252-0303

横須賀市消費生活センター
平塚市消費生活センター
鎌倉市消費生活センター

〒238-0041
〒254-0811
〒248-8686

相模原市緑区橋本 6-2-1
シティプラザはしもと
相模原市中央区相模原 1-1-3
シティプラザさがみはら
相模原市南区相模大野 5-31-1
南区合同庁舎内
横須賀市本町 2-1 市立総合福祉会館２階
平塚市八重咲町 3-3JA ビルかながわ 2 階
鎌倉市御成町 18-10

藤沢市消費生活センター

〒251-8601

藤沢市朝日町１番地の１

小田原市消費生活センター
茅ヶ崎市消費生活センター

〒250-8555
〒253-8686

小田原市荻窪 300
茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

秦野市消費生活センター
厚木市消費生活センター
大和市消費生活センター
伊勢原市消費生活センター
海老名市消費生活センター
座間市消費生活センター
南足柄市消費生活センター
綾瀬市消費生活センター
新潟県
新潟県消費生活センター

〒257-8501
〒243-0017
〒242-8601
〒259-1188
〒243-0492
〒252-8566
〒250-0192
〒252-1192

秦野市桜町 1-3-2
厚木市栄町 1-16-15 厚木商工会議所 4 階
大和市下鶴間 1-1-1
伊勢原市田中 348
海老名市勝瀬 175-1
座間市緑ケ丘 1-1-1
南足柄市関本 440
綾瀬市早川 550

〒950-0994

新潟市消費生活センター
長岡市立消費生活センター
柏崎市消費生活センター
村上市消費生活センター
上越市消費生活センター

〒951-8507
〒940-0062
〒945-8511
〒958-8501
〒943-0892

佐渡市立消費生活センター
南魚沼市消費生活センター

〒952-1393
〒949-6611

聖籠町消費生活センター
富山県
富山県消費生活センター

〒957-0192

新潟市中央区上所 2－2－2
025-281-5516
新潟ユニゾンプラザ 1 階
中央区西堀前通 6 番町 894 番地 1
025-228-8102
長岡市大手通 2-2-6
0258-32-0082
柏崎市中央町 5-50
0257-43-9139
村上市三之町１番１号
0254-53-2111
上越市寺町 2 丁目 20 番 1 号
025-525-2125
福祉交流プラザ 2 階
佐渡市河原田本町 394
0259-57-8143
南魚沼市坂戸 399 番地 1
028-772-2541
ふれ愛支援センター内
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635-4 0254-27-1958

富山県消費生活センター
高岡支所
富山市消費生活センター
高岡市市民協働課
高岡市消費生活相談コーナー
砺波市役所生活環境課
南砺市住民生活課
射水市消費生活相談窓口
石川県
石川県消費生活支援センター
金沢市近江町消費生活センター
七尾市消費生活センター
小松市あんしん相談センター

042-776-2814
042-749-2463
046-821-1312
0463-20-5775
0467-23-3000
(内 2358)
0466-25-1111
(内 2591)
0465-33-1775
0467-82-1111
(内 2304、2305)
0463-82-5128
046-225-2155
046-260-5174
0463-95-3500
046-292-1000
046-252-8495
0465-73-8004
0467-70-3335

〒933-0045

富山市湊入船町 6-7
富山県民共生センター内
高岡市本丸町 7-1 本丸会館内

0766-28-8590

〒930-8510
〒933-8601
〒933-0029
〒939-1398
〒932-0292
〒939-0292

富山市新桜町 7 番 38 号
高岡市広小路 7-50
高岡市御旅屋町 1222-3
砺波市栄町７番３号
南砺市井波 520
富山県射水市小島 703 番地

076-443-2123
0766-20-1552
0766-28-1141
0763-33-1111
0763-23-2035
0766-52-7974

〒920-8204
〒920-0907
〒926-8611
〒923-8650

金沢市戸水 2 丁目 30 番地
金沢市青草町 88 番地いちば館 5 階
七尾市袖ケ江町イ部 25 番地
小松市小馬出町 91 番地

076-267-6110
076-232-0070
0767-53-1112
0761-24-8071

参考
資料

〒930-0805

042-775-1779

076-432-2949
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羽咋市消費生活センター
かほく市消費生活センター
白山市消費生活センター
野々市市消費生活センター
福井県
福井県消費生活センター
福井県嶺南消費生活センター
福井市消費者センター
敦賀市消費生活センター
小浜市消費生活相談室
大野市消費者相談センター
勝山市消費者センター
鯖江市消費者センター
あわら市消費者センター
越前市消費者センター
坂井市消費者センター
山梨県
山梨県県民生活センター
甲府市消費生活センター
富士吉田市消費生活センター
長野県
長野消費生活センター

〒925-8501
〒929-1195
〒924-8688
〒921-8510

羽咋市旭町ｱ 200
かほく市宇野気ニ 81 番地
白山市倉光二丁目１番地
野々市市三納１丁目１番地

0767-22-1118
076-283-7144
076-274-9507
076-227-6054

〒910-0858
〒917-0069
〒910-0018
〒914-8501
〒917-8585
〒912-8666
〒911-8501
〒916-8666
〒919-0692
〒915-0071
〒919-0592

福井市手寄 1 丁目 4-1
小浜市小浜白鬚 112
福井市田原 1 丁目 13 番 6 号
敦賀市中央町 2 丁目 1-1
小浜市大手町 6-3
大野市天神町 1-1
勝山市元町 1-1-1
鯖江市西山町 13-1
あわら市市姫三丁目 1 番 1 号
越前市府中 1-2-3 センチュリープラザ１階
坂井市坂井町下新庄 1-1

0776-22-1102
0770-52-7830
0776-20-5070
0770-22-8115
0770-53-1140
0779-66-1111
0779-88-8103
0778-53-2270
0776-73-8017
0778-22-3773
0776-50-3030

〒400-0035
〒400-8585
〒403-8601

甲府市飯田 1-1-20
甲府市丸の内 1-18-1
富士吉田市下吉田 1877

055-223-1571
055-237-5304
0555-22-1577

〒380-0936

026-223-6777

松本消費生活センター
飯田消費生活センター
上田消費生活センター
長野市消費生活センター

〒390-0852
〒395-0034
〒386-8555
〒380-0835

松本市消費生活センター
小諸市消費生活センター
伊那市消費生活センター
大町市消費生活センター
茅野市消費生活センター
千曲市消費生活センター
安曇野市消費生活センター
岐阜県
岐阜県環境生活部
県民生活相談センター
岐阜県中濃振興局振興課
岐阜県東濃振興局振興課
岐阜県飛騨振興局振興課
岐阜市消費生活センター
大垣市消費生活相談室
関市消費生活相談室
各務原市消費生活相談室
静岡県
東部県民生活センター
中部県民生活センター
西部県民生活センター
生活文化局市民生活部消費生活セ
ンター消費生活担当

〒390-8620
〒384-8501
〒396-8617
〒398-8601
〒391-8501
〒387-8511
〒399-8303

長野市大字中御所字岡田 98-1
長野保健福祉事務所庁舎 1 階
松本市大字島立 1020 松本合同庁舎 4 階
飯田市追手町 2-641-47
上田市材木町 1-2-6 上田合同庁舎 6 階
長野市大字南長野新田町 1485-1
もんぜんぷら座 4 階
松本市丸の内 3-7
小諸市相生町 3-3-3
伊那市下新田 3050 番地
大町市大町 3887 番地
茅野市塚原二丁目 6 番 1 号
千曲市大字杭瀬下 84
安曇野市穂高 6658 番地

〒500-8384

岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福寿会館

058-277-1003

〒505-8508
〒507-8708
〒506-8688
〒500-8856
〒503-8601
〒501-3894
〒504-8555

美濃加茂市古井町下古井 2610-1
多治見市上野町 5-68-1
高山市上岡本町 7-468
岐阜市橋本町 1-10-23
大垣市丸の内 2-29
関市若草通 3-1
各務原市那加桜町 1-69

0574-25-3111
0572-23-1111
0577-33-1111
058-268-1067
0584-75-3371
0575-23-6753
058-382-7110

〒410-0801
〒422-8067
〒430-0929
〒420-8602

沼津市大手町一丁目 1 番 3 号
静岡市駿河区南町 14 番 1 号
浜松市中区中央 1-12-1
静岡市葵区追手町５番 1 号

055-951-8202
054-202-6016
053-458-7116
054-221-1054

0263-40-3660
0265-24-8058
0268-27-8517
026-224-5777
0263-36-8832
0267-22-1700
0265-78-4111
0261-26-3225
0266-72-2101
026-274-0820
0263-82-3131
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〒424-8701

静岡市清水区旭町 6 番 8 号

054-221-1054

〒430-8652
〒410-8601
〒411-8666
〒418-8601
〒427-0042
〒417-8601
〒438-8650
〒425-8502
〒436-8650
〒426-8722
〒412-8601
〒437-8666
〒410-1192
〒431-0492
〒437-1621
〒439-8650
〒421-0495
〒419-0192
〒411-8650
〒411-8668
〒410-1395

浜松市中区元城町 103-2
静岡県沼津市御幸町 16-1
三島市北田町 4-47
富士宮市弓沢町 150
島田市中央町 5-1 プラザおおるり内
富士市永田町 1 丁目 100 番地
磐田市国府台 3 番地 1
焼津市本町 5-6-1
掛川市長谷 1-1-1
藤枝市岡出山 1-11-1
御殿場市萩原 483
袋井市新屋 1-1-1
裾野市佐野 1059
湖西市吉美 3268
御前崎市池新田 5585
菊川市堀之内 61
牧之原市静波 447 番地 1
田方郡函南町平井 717-13
清水町堂庭 210-1
駿東郡長泉町中土狩 828
小山町藤曲 57-2

053-457-2635
055-934-4841
055-983-2621
0544-22-1197
0547-36-7153
0545-55-2756
0538-37-2113
054-626-1147
0537-21-1149
054-643-3335
0550-83-1629
0538-44-3174
055-995-1854
053-576-1609
0537-85-1135
0537-35-0937
0548-23-0088
055-979-8114
055-981-8238
055-989-5501
0550-76-6117

〒460-8501

052-962-0999

尾張県民生活プラザ
海部県民生活プラザ
知多県民生活プラザ
西三河県民生活プラザ
豊田加茂県民生活プラザ
東三河県民生活プラザ
新城設楽県民生活プラザ

〒491-0859
〒496-8531
〒475-8501
〒444-8551
〒471-0026
〒440-8515
〒441-1365

名古屋市消費生活センター

〒460-0008

名古屋市中区三の丸 3-1-2
自治センター1､2､3 階
一宮市本町 4-3-1 ルボ・テンサンビル 4 階
津島市西柳原町 1-14 海部総合庁舎 1 階
半田市出口町 1-36 知多総合庁舎 1 階
岡崎市明大寺本町 1-4 西三河総合庁舎 1 階
豊田市若宮町 1-57-1Ａ館Ｔ-ＦＡＣＥ7 階
豊橋市八町通 5-4 東三河総合庁舎 1 階
新城市字石名号 20-1
新城設楽総合庁舎 1 階
名古屋市中区栄 1-23-13
（伏見ライフﾌﾟﾗｻﾞ内）
豊橋市今橋町１番地
岡崎市十王町 2 丁目 9 番地
一宮市本町 2 丁目 5 番 6 号
春日井市鳥居松町 5-44
豊川市諏訪 1 丁目 1 番地
豊田市若宮町 1-57-1A 館ｔ-FACE７階
小牧市堀の内三丁目 1 番地

0532-51-2304
0564-23-6459
0586-71-2185
0568-85-6616
0533-89-2238
0565-33-0999
0568-76-1119

津市栄町 1 丁目 954 番地
津市西丸之内 23 番 1 号
四日市市諏訪町 1 番 5 号
伊勢市岩渕 1-7-29
鈴鹿市算所一丁目 3 番 3 号

059-224-2400
059-229-3252
059-354-8147
0596-21-5512
059-375-7611

彦根市元町 4-1

0749-27-2234

豊橋市消費生活相談室
〒440-8501
岡崎市消費生活相談室
〒444-8601
一宮市消費生活相談窓口
〒491-8501
春日井市消費生活相談室
〒486-8686
豊川市消費生活センタ－
〒442-8601
豊田消費生活センター
〒471-0026
小牧市消費生活相談センター
〒485-8650
三重県
三重県消費生活センター
〒514-0004
津市消費生活センター
〒514-8611
市民・消費生活相談室（四日市市） 〒510-8601
伊勢市消費生活センター
〒516-8601
鈴鹿亀山消費生活センター
〒513-0806
滋賀県
滋賀県消費生活センター
〒522-0071

参考
資料

生活文化局市民生活部消費生活セ
ンター消費生活担当清水相談窓口
浜松市くらしのセンター
沼津市消費生活センター
三島市市民相談室
富士宮市消費生活センター
島田市消費生活センター
富士市消費生活センター
磐田市消費生活センター
焼津市消費生活センター
掛川市消費生活センター
藤枝市消費生活センター
御殿場市消費生活センター
袋井市消費生活センター
裾野市消費生活センター
湖西市消費生活相談室
御前崎市消費生活センター
菊川市消費生活センター
牧之原市市民相談センター
函南町消費生活センター
清水町消費生活センター
長泉町総合相談センター
小山町消費生活センター
愛知県
中央県民生活プラザ

0586-71-0999
0567-24-9998
0569-23-3300
0564-27-0999
0565-34-1700
0532-52-0999
0536-23-8701
052-222-9679

363
381

大津市消費生活センター
彦根市消費生活相談窓口
長浜市消費生活相談窓口
近江八幡市消費生活センター
草津市消費生活センター
守山市消費生活相談窓口
栗東市消費生活相談窓口
甲賀市消費生活相談窓口
野洲市市民生活相談室
湖南市消費生活相談窓口
高島市市民環境部生活相談課
東近江市消費生活センター
米原市消費生活相談窓口

〒520-0047
〒522-8501
〒526-8501
〒523-8501
〒525-8588
〒524-8585
〒520-3088
〒528-8502
〒520-2395
〒520-3288
〒520-1592
〒527-8527
〒521-8501

大津市浜大津四丁目 1-1 明日都浜大津 4 階
彦根市元町 4 番 2 号
滋賀県長浜市高田町 12－34
近江八幡市桜宮町 236 番地
草津市草津 3-13-30
守山市吉身二丁目 5 番 22 号
栗東市安養寺一丁目 13-33
甲賀市水口町水口 6053 番地
野洲市小篠原 2100 番地 1
湖南市中央 1-1
高島市新旭町北畑 565 番地
東近江市八日市緑町 10 番 5 号
米原市下多良三丁目 3 番地

077-528-2662
0749-30-6144
0749-65-6567
0748-33-3111
077-561-2353
077-582-1148
077-551-0105
0748-65-0686
077-587-6063
0748-71-2370
0740-25-8125
0748-24-5659
0749-52-8088

〒601-8047

075-671-0030

〒611-0021

京都市南区東九条下殿田町 70
京都府民総合交流プラザ内
京都府宇治市宇治若森 7 の 6

〒621-0851

亀岡市荒塚町 1-4-1

0771-23-4438

〒625-0036

舞鶴市字浜 2020

0773-62-2506

〒627-8570

京丹後市峰山町丹波 855

0772-62-4304

〒604-8186

京都市中京区烏丸御池東南角
アーバネックス御池ビル西館 4 階
福知山市字内記 13 番地の 1
舞鶴市字北吸 1044
番地舞鶴市役所市民相談課内
綾部市若竹町 8 番地の 1
宇治市宇治琵琶 33 番地
宮津市字柳縄手 345-1
亀岡市安町野々神 8
城陽市寺田東ノ口 16 番地、17 番地
向日市寺戸町中野 20 番地
長岡京市開田 1-1-1
八幡市男山八望 3-1Ｂ51 棟 1 階
京田辺市田辺 80
京丹後市大宮町口大野 226 番地
木津川市木津上戸 15 番地相楽会館内

075-256-1110

京都府
京都府府民生活部
消費生活安全センター
京都府山城広域振興局
農林商工部商工労働観光室
京都府南丹広域振興局
農林商工部商工労働観光室
京都府中丹広域振興局
農林商工部商工労働観光室
京都府丹後広域振興局
農林商工部商工労働観光室
京都市文化市民局市民生活部
消費生活総合センター
福知山市消費生活センター
舞鶴市消費生活センター

〒620-8501
〒625-8555

綾部市消費生活センター
宇治市消費生活センター
宮津与謝消費生活センター
亀岡市消費生活センター
城陽市消費生活センター
向日市消費生活相談窓口
長岡京市消費生活センター
八幡市生活情報センター
京田辺市消費生活相談室
京丹後市消費生活センター
相楽消費生活センター
大阪府
大阪府消費生活センター

〒623-8501
〒611-8501
〒626-8501
〒621-8501
〒610-0195
〒617-0002
〒617-8501
〒614-8373
〒610-0393
〒629-2501
〒619-0214

大阪市消費者センター

〒559-0034

堺市立消費生活センター
岸和田市立消費生活センター
豊中市立生活情報センター
池田市立消費生活センター
吹田市立消費生活センター
泉大津市消費生活センター

〒590-0076
〒596-0045
〒560-0022
〒563-0055
〒564-0027
〒595-8686

〒559-0034

大阪市住之江区南港北 2 丁目 1-10
ATC ITM 棟 3 階
大阪市住之江区南港北 2-1-10
アジア太平洋トレードセンターITM 棟 3 階
堺市堺区北瓦町 2-4-16 堺富士ビル 6 階
岸和田市別所町 3-13-26
豊中市北桜塚 2-2-1
池田市菅原町 3-1 ステーション N3 階
吹田市朝日町 3 番 203 号
泉大津市東雲町 9-12

0774-21-2103

0773-24-7020
0773-66-1006
0773-42-3280
0774-20-8796
0772-22-2127
0771-25-5005
0774-56-4052
075-931-8168
075-955-3179
075-983-8400
0774-63-1240
0772-68-0044
0774-72-0421
06-6612-7500
06-6614-7521
072-221-7908
072-438-5281
06-6858-5060
072-753-5555
06-6319-1000
0725-33-1131

364
382

〒569-0804

〒583-8585
〒571-0055
〒566-8555
〒592-0014
〒578-0941
〒590-0592
〒575-8501
〒576-0034
〒589-8501

大阪府高槻市紺屋町 1 番 2 号総合市民交流
センター（クロスパル高槻）２階
貝塚市畠中 1－17－1
守口市京阪本通 2-2-5
枚方市岡東町 12-3-202
茨木市駅前四丁目 6 番 16
号茨木市市民総合センター内
八尾市清水町一丁目 1 番 6 号
八尾商工会議所会館内
泉佐野市上町 3 丁目 11 番 48 号
富田林市常盤町 1 番 1 号
寝屋川市桜木町 5 番 30 号
河内長野市長野町 5 番 1-303 号
松原市阿保 1-1-1 松原市役所 6 階
大東市谷川 1 丁目 1 番 1 号
和泉市府中町二丁目 7 番 5 号
箕面市箕面 6-3-1
みのおサンプラザ 1 号館 2 階
羽曳野市誉田 4-1-1
門真市中町 1 番 12 号
摂津市三島 1-1-1
高石市綾園 1-9-1
東大阪市岩田町 5-7-36
泉南市樽井 1-1-1
四條畷市中野本町 1-1
交野市天野が原町 5-1-1
大阪狭山市狭山 1-2384-1

貝塚市消費生活センター
守口市消費生活センター
枚方市立消費生活センター
茨木市消費生活センター

〒597-8585
〒570-8666
〒573-0032
〒567-0888

八尾市消費生活センター

〒581-0006

泉佐野市消費生活センター
富田林市消費者相談室
寝屋川市立消費生活センター
河内長野市消費生活センター
松原市消費生活相談コーナー
大東市消費生活センター
和泉市消費生活センター
箕面市立消費生活センター

〒598-0007
〒584-8511
〒572-0041
〒586-0014
〒580-8501
〒574-8555
〒594-8501
〒562-0001

羽曳野市消費生活センター
門真市消費生活センター
摂津市消費生活相談ルーム
高石市消費生活センター
東大阪市立消費生活センター
泉南市消費生活センター
四條畷市消費生活センター
交野市消費者相談コーナー
大阪狭山市消費生活センター
兵庫県
健康生活科学研究所
生活科学総合センター
東播磨消費生活センター
中播磨消費生活創造センター
西播磨消費生活センター
但馬消費生活センター
丹波消費生活センター
淡路消費生活センター
神戸市生活情報センター
熊取町消費生活センター
姫路市消費生活センター
尼崎市立消費生活センター
あかし消費生活センター
西宮市消費生活センター
洲本市消費生活センター
芦屋市消費生活センター
伊丹市立消費生活センター
相生市消費生活センター
豊岡市くらしの相談室
加古川市消費生活センター
赤穂市消費生活センター
西脇市消費生活センター
宝塚市消費生活センタ－

072-683-0999

072-947-3715
06-6902-5944
06-6383-1362
072-267-5501
072-965-6002
072-483-8191
072-877-2121
072-891-5003
072-366-2400

〒650-0046

神戸市中央区港島中町 4 丁目 2

078-302-4000

〒675-8566
〒670-0947
〒678-1205
〒668-0025
〒679-3309
〒656-0021
〒650-0016
〒590-0495
〒670-8501
〒661-0033
〒673-0886
〒663-8035
〒656-8686
〒659-0065
〒664-0895
〒678-0031
〒668-6888
〒675-8501
〒678-0292
〒677-8511
〒665-0852

加古川市加古川町寺家町天神木 97-1
姫路市北条 1-98
赤穂郡上郡町光都 2-25
兵庫県豊岡市幸町 7-11
丹波市柏原町柏原 5600
洲本市塩屋 2-4-5
神戸市中央区橘通 3-4-1
熊取町 1-1-1
姫路市安田四丁目 1
尼崎市南武庫之荘 3 丁目 36 番 1 号
明石市東仲ノ町 6－1
西宮市北口町１－１アクタ西宮西館 5 階
洲本市本町三丁目 4 番 10 号
芦屋市公光町 5-10
伊丹市宮ノ前 2 丁目 2 番 2 号
相生市旭一丁目 19-33
豊岡市中央町 2-4
加古川市加古川町北在家 2000
赤穂市加里屋 81
西脇市郷瀬町 605
宝塚市売布 2 丁目 5-1 ピピアめふ 1 5 階

079-421-0993
079-281-9601
0791-58-1194
0796-23-1490
0795-72-5168
0799-26-3360
078-371-1222
072-452-6085
079-221-2519
06-6438-4194
078-918-5634
0798-69-3156
0799-22-2580
0797-38-2179
072-772-0261
0791-23-7130
0796-21-9001
079-427-9179
0791-43-7067
0795-22-3111
0797-81-4185

072-433-7190
06-6992-1337
072-844-2433
072-624-0799

参考
資料

高槻市立消費生活センター

072-920-4008
072-469-2240
0721-25-1000
072-828-0428
0721-56-2360
072-334-1550
072-870-0492
0725-47-1331
072-722-0999

365
383

三木市消費生活センター
高砂市消費生活センター
川西市消費生活センター
小野市消費生活相談コーナー
三田市消費生活相談センター
加西市消費生活相談窓口

〒673-0492
〒676-8501
〒666-8501
〒675-1378
〒669-1528
〒675-2312

篠山市消費生活センター
養父市消費生活センター
丹波市消費生活センター
南あわじ市消費生活センター
朝来市消費生活相談窓口
淡路市消費生活センター
宍粟市消費生活センター
加東市消費生活相談窓口
たつの市なんでも相談課
猪名川町消費生活相談コーナー
多可町消費生活センター
稲美町消費生活相談窓口
播磨町消費生活相談コーナー
市川町住民税務課
福崎町立生活科学センター
（神崎郡消費生活中核センター）
神河町住民生活課
太子町生活福祉部生活環境課
上郡町消費生活相談窓口
佐用町消費生活センター
香美町消費生活相談窓口
新温泉町消費生活相談室
奈良県
奈良県消費生活センター
奈良県消費生活センター
中南和相談所
奈良市消費生活相談センター
大和高田市消費生活センター
大和郡山市消費者センター
天理市消費生活センター
橿原市消費生活センター
生駒市消費生活センター
和歌山県
和歌山県消費生活センター
和歌山県消費生活センター
紀南支所
和歌山市市民生活相談センター
鳥取県
鳥取市市民総合相談センター
鳥取県消費生活センター
西部消費生活相談室

〒669-2397
〒667-8651
〒669-3692
〒656-0492
〒669-5292
〒656-2132
〒671-2573
〒679-0292
〒679-4192
〒666-0292
〒679-1192
〒675-1115
〒675-0182
〒679-2392
〒679-2212

三木市上の丸町 10 番 30 号
高砂市荒井町千鳥 1 丁目 1-1
川西市中央町 12-1
小野市王子町 806-1
三田市駅前町 2-1 三田駅前一番館 6 階
加西市北条町北条 28-1
アスティアかさい 3 階
篠山市北新町 41
養父市八鹿町八鹿 1675 番地
丹波市氷上町成松字甲賀 1
南あわじ市市福永 358-1
朝来市和田山町東谷 213-1
淡路市志筑新島 10 番地 3
宍粟市山崎町今宿 5-15
加東市下滝野 1269-2
たつの市龍野町富永 1005-1
猪名川町上野字北畑 11-1
多可町中区中村町 123 番地
加古郡稲美町国岡 1 丁目 1 番地
播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号
市川町西川辺 165-3
神崎郡福崎町福田 176-1

079-552-5112
079-662-3170
0795-82-1532
0799-43-5099
079-672-6120
0799-64-0999
0790-63-0840
0795-48-3528
0791-64-3250
072-766-8783
0795-32-4777
079-492-9168
079-435-1999
0790-26-1011
0790-22-4977

〒679-3116
〒671-1592
〒678-1292
〒679-5380
〒669-6592
〒669-6892

神崎郡神河町寺前 64 番地
太子町いかるが 1369-1
赤穂郡上郡町大持 278
佐用郡佐用町佐用 2611-1
美方郡香美町香住区香住 870 番地の 1
美方郡新温泉町湯 990-8

0790-34-0963
079-277-1015
0791-52-1115
0790-82-0670
0796-36-1941
0796-92-1131

〒630-8213
〒630-8508

奈良市登大路町 10-1
大和高田市大中 98-4

〒630-8580
〒635-8511
〒639-1198
〒632-8555
〒634-0804
〒630-0257

奈良市二条大路南 1-1-1
大和高田市大字大中 100-1
大和郡山市北郡山町 248-4
天理市川原城町 605 天理市役所地下 1 階
橿原市内膳町 1-8-8
生駒市元町１丁目 6 番 12 号
生駒セイセイビル 1 階

0742-27-0621
0745-22-1710
(代)
0742-34-4741
0745-22-1101
0743-53-1583
0743-63-1001
0744-21-1212
0743-72-1100

〒640-8319

〒640-8511

和歌山市手平 2 丁目 1-2
073-433-1551
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 8 階
田辺市朝日ヶ丘 23 番 1 号西牟婁総合庁舎 0739-24-0999
内
和歌山市七番丁 23
073-435-1025

〒680-0845

鳥取市富安２丁目 138-4

〒683-0043

米子市末広町 294
米子コンベンションセンター4 階

〒646-0027

0794-82-2000
079-443-9078
072-740-1333
0794-63-1686
079-559-5059
0790-42-8739

0857-20-3863
(内 4534)
0859-34-2705

366
384

呉市消費生活センター
竹原市消費生活相談室
三原市消費生活センター
尾道市消費生活センター
福山市消費生活センター
府中市消費生活センター
三次市消費生活センター
庄原市消費生活センター
東広島市消費生活センター
廿日市市消費生活センター
山口県
山口県消費生活センター
下関市消費生活センター
宇部市消費生活センター
山口市消費生活センター
萩市消費生活センター
防府市消費生活センター
下松市消費生活センター
岩国市消費生活センター
光市消費生活センター
長門市消費生活センター

〒680-0011
〒682-0816
〒683-8686
〒684-8501
〒682-0816

鳥取市東町 1 丁目 271
倉吉市駄経寺 187-1
米子市加茂町 1-1
境港市上道町 3000
倉吉市駄経寺町 187-1 倉吉交流プラザ内

0857-26-7186
0858-22-3000
0859-23-5378
0859-47-1106
0858-22-3000

〒690-0887
〒698-0007

松江市殿町 8
益田市昭和町 13-1 益田合同庁舎内

0852-32-5916
0856-23-3657

〒690-8540
〒697-8501
〒693-8530
〒698-0036
〒692-8686
〒699-1392

松江市末次町 86 番地
浜田市殿町 1 番地
出雲市今市町 70 番地
益田市須子町 3-1
安来市安来町 878-2
雲南市木次町木次 1013-1

0852-55-5418
0855-23-3160
0853-21-6682
0856-22-2556
0854-32-3068
0854-4-1123

〒700-0807
〒708-8506
〒700-8544
〒710-8565

岡山市北区南方 2 丁目 13-1
津山市山下 53
岡山市北区大供 1-1-1
倉敷市西中新田 640 番地

086-226-1019
0868-23-1253
086-803-1109
086-426-3922

〒708-8501
〒714-0087
〒719-3292
〒719-0295

岡山県津山市山北 520
笠岡市六番町 2-5
真庭市久世 2927－2
浅口市鴨方町六条院中 3050 番地

0868-32-2056
0865-69-0999
0867-42-1112
0865-44-9035

〒730-8511

広島市中区基町 10-52

082-223-6111

〒730-0011

082-225-3329

〒737-8501
〒725-8666
〒723-8601
〒722-8501
〒720-8501
〒726-8601
〒728-8501
〒727-8501
〒739-8601
〒738-8501

広島市中区基町 6 番 27 号
アクア広島センター街 8 階
呉市中央 4 丁目 1 番 6 号
竹原市中央五丁目 1 番 35 号
三原市港町 3-5-1
尾道市久保 1-15-1 尾道市役所分庁舎 2 階
福山市東桜町 3-5
府中市府川町 315
三次市十日市中二丁目 8 番 1 号
庄原市中本町一丁目 10 番 1 号
東広島市西条栄町 8-29
廿日市市下平良一丁目 11 番 1 号

0823-25-3218
0846-22-6965
0848-67-6410
0848-25-7183
084-928-1188
0847-43-7106
0824-62-6222
0824-73-1228
082-421-7189
0829-31-1841

〒753-0821
〒750-0025
〒755-8601
〒753-8650
〒758-8555
〒747-8501
〒744-8585
〒740-8585
〒743-8501
〒759-4192

山口市葵 2 丁目 6-2
下関市竹崎町 4-4-2 ヴェルタワー下関 2 階
宇部市常磐町一丁目 7 番 1 号
山口市亀山町 2 番 1 号
萩市大字江向 510
防府市寿町７番１号
下松市大手町 3-3-3
岩国市今津町 1－14－51
光市中央 6-1-1
長門市東深川 1339 番地 2

083-924-2421
083-231-1270
0836-34-8157
083-934-2926
0838-25-3373
0835-25-2129
0833-44-0999
0827-29-5017
0833-72-5511
0837-23-1115

参考
資料

東部消費生活相談室
中部消費生活相談室
米子市消費生活相談室
境港市消費生活相談室
中部消費生活センター
島根県
島根県消費者センター
島根県消費者センター
石見地区相談室
松江市消費・生活相談室
浜田市消費生活相談窓口
出雲市生活・消費相談センター
益田市消費生活センター
安来市消費生活センター
雲南市消費生活センター
岡山県
岡山県消費生活センター
岡山県消費生活センター津山分室
岡山市消費生活センター
倉敷市市民局市民生活部
消費生活センター
津山市消費生活センター
笠岡市消費生活センター
真庭市消費生活センター
浅口市消費生活センター
広島県
環境県民局消費生活課
（広島県生活センター）
広島市消費生活センター

367
385

柳井市消費生活センター
周南市消費生活センター
山陽小野田市消費生活センター
徳島県
徳島県消費者情報センター

〒742-8714
〒745-8655
〒756-8601

柳井市南町 1 丁目 10 番 2 号
周南市岐山通 1 丁目 1 番地
山陽小野田市日の出一丁目 1 番 1 号

〒770-0851

徳島市消費生活センター
鳴門市消費生活センター
小松島市消費生活センター
阿南市消費生活センター
美馬市消費生活センター
板野町消費生活相談所

〒770-0834
〒772-0003
〒773-0006
〒774-0030
〒779-3610
〒779-0105

上板町消費生活相談窓口
香川県
香川県消費生活センター
香川県東讃県民センター
香川県小豆県民センター
香川県中讃県民センター
香川県西讃県民センター
高松市消費生活センター
愛媛県
愛媛県消費生活センター
松山市消費生活センター
今治市市民相談室
消費生活相談窓口
宇和島市消費生活センター
八幡浜市消費生活センター
新居浜市消費生活センター
西条市消費生活相談窓口
大洲市消費生活センター
西予市消費生活センター
高知県
高知県立消費生活センター
高知市消費生活センター
南国市消費生活センター
幡多広域消費生活センター
福岡県
福岡県消費生活センター
北九州市立消費生活生活センター

〒771-1392

徳島市徳島町城内 2 番地 1
088-623-0612
とくぎんﾄﾓﾆﾌﾟﾗｻﾞ 5 階
徳島市元町 1 丁目 24 番地
088-625-2326
鳴門市撫養町南浜字東浜 274
088-686-3776
小松島市横須町 2 番 14 号
0885-38-6880
阿南市富岡町今福寺 40－17
0884-24-3251
美馬市脇町大字脇町 1265 番地 1
0883-53-1541
徳島県板野郡板野町大寺字亀山西 169-5 088-672-6099
町民センター内
上板町七條字経塚 42 番地
088-694-6806

〒760-8570
〒769-2401
〒761-4121
〒765-0014
〒768-0067
〒760-8571

高松市番町 4-1-10
さぬき市津田町津田 930-2
小豆郡土庄町渕崎甲 2079-5
善通寺市生野本町 1-1-12
観音寺市坂本町 7-3-18
高松市番町一丁目 8 番 15 号

087-832-3790
0879-42-1370
0879-62-2266
0877-62-9610
0875-25-5200
087-839-2066

〒791-8014
〒790-8571
〒794-8511

松山市山越町 450 番地
松山市二番町 4 丁目 7-2
今治市別宮町 1 丁目 4 番地 1

089-926-2603
089-948-6381
0898-36-1531

〒798-8601
〒796-8501
〒792-8585
〒793-8601
〒795-8601
〒797-8501

宇和島市曙町 1
八幡浜市北浜一丁目 1 番 1 号
新居浜市一宮町一丁目 5 番 1 号
西条市明屋敷 164 番地
大洲市大洲 690-1
西予市宇和町卯之町三丁目 434 番地 1

0895-20-1075
0894-22-5971
0897-65-1253
0897-52-1495
0893-24-2111
0894-62-6408

〒780-0935
〒780-8571
〒783-8501
〒787-0012

高知市旭町 3 丁目 115
高知市本町 5-1-45
南国市大そね甲 2301
四万十市右山五月町 8－22

088-824-0995
088-823-9433
088-880-6205
0880-34-6301

〒812-0046
〒804-0067

福岡市博多区吉塚本町 13 番 50 号
北九州市戸畑区汐井町 1-6
ウェルとばた 7 階
北九州市門司区清滝 1-6-37
門司区役所東棟 1 階
北九州市小倉北区大手町 1-1
小倉北区役所庁舎西棟 1 階
北九州市小倉南区若園 5-1-2
小倉南区役所 3 階
北九州市若松区浜町 1-1-1
若松区役所 2 階
北九州市八幡東区中央 1-1-1
八幡東区役所本館 2 階

092-632-1600
093-871-0428

北九州市立消費生活センター
門司相談窓口
北九州市立消費生活センター
小倉北相談窓口
北九州市立消費生活センター
小倉南相談窓口
北九州市立消費生活センター
若松相談窓口
北九州市立消費生活センター
八幡東相談窓口

〒801-8510
〒803-8510
〒802-8510
〒808-8510
〒805-8510

0820-22-2125
0834-22-8321
0836-82-1139

093-331-8383
093-582-4500
093-951-3610
093-761-5511
093-671-3370

368
386

〒806-8510
〒810-0073
〒836-8666
〒830-0037

直鞍広域消費生活センター
飯塚市消費生活センター
柳川・みやま消費生活センター
八女市消費生活相談窓口
筑後市消費生活相談窓口
行橋市広域消費生活センター
中間市消費生活センター
小郡市消費生活相談室

〒822-8501
〒820-0005
〒839-0293
〒834-8585
〒833-8601
〒824-0031
〒809-8501
〒838-0198

北九州市八幡西区黒崎 3-15-3
コムシティ４階
福岡市中央区舞鶴 2-5-1 あいれふ７階
大牟田市有明町 2-3
久留米市諏訪野町 1830-6
えーるぴあ久留米 2 階
直方市殿町７番１号
飯塚市新飯塚 20-30
柳川市大和町鷹ノ尾 120
八女市本町 647
筑後市大字山ノ井 898 番地
行橋市西宮市二丁目 1 番 39 号
中間市中間一丁目 1 番 1 号
小郡市小郡 255-1

093-641-9782

筑紫野市消費生活センター
春日市消費生活センター
大野城市消費生活センター
宗像市消費生活センター
朝倉市消費生活センター
糸島市消費生活センター
水巻町消費生活相談窓口
遠賀町消費生活相談窓口
筑前町消費生活センター
佐賀県
佐賀県消費生活センター
佐賀市消費生活センター

〒818-8686
〒816-0806
〒816-8510
〒811-4183
〒838-1398
〒819-1192
〒807-8501
〒811-4392
〒838-0298

筑紫野市二日市西 1-1-1
春日市光町 1 丁目 73 番地
大野城市曙町 2-2-1
宗像市土穴 3 丁目 1―45
朝倉市宮野 2046 番地 1
糸島市前原西一丁目 1 番 1 号
水巻町頃末北 1-1-1
遠賀町大字今古賀 513 番地
筑前町篠隈 373 番地

092-923-1111
092-584-1201
092-580-1895
0940-33-5454
0946-52-1128
092-332-2098
093-201-4321
093-293-7783
0946-42-6619

〒840-0815
〒840-0801

0952-24-0999
0952-40-7086

唐津市消費生活センター
鳥栖市消費生活センター
伊万里市消費生活センター
武雄市消費生活センター

〒847-0014
〒841-8511
〒848-8501
〒843-8639

小城市消費生活センター
長崎県
長崎県消費生活センター
長崎市消費者センター
佐世保市消費生活センター
島原市消費生活センター
諫早市消費生活センター
大村市消費生活センター
松浦市消費生活センター
五島市消費生活センター
西海市消費生活センター
雲仙市消費生活センター
南島原市消費生活センター
熊本県
熊本県消費生活センター
熊本市消費者センター
八代市消費生活センター

〒845-8511

佐賀市天神 3-2-11 アバンセ 3 階
佐賀市駅前中央１丁目 8 番 32 号
アイスクエアビル 4 階
唐津市西城内 1-1
鳥栖市宿町 1118
伊万里市立花町 1355－1
武雄市武雄町大字昭和 1 番地１
（武雄市役所本庁１階）
小城市三日月町長神田 2312-2

0952-72-5667

〒850-0057
〒850-0877
〒857-0056
〒855-8555
〒854-0016
〒856-8686
〒859-4598
〒853-8501
〒857-2302
〒859-1107
〒859-2211

長崎市大黒町 3-1 交通産業ビル４階
長崎市築町 3-18 メルカつきまち 4 階
佐世保市平瀬町 3-1
島原市上の町 537
諫早市高城町 5-25 高城会館 3 階
大村市玖島 1-25
松浦市志佐町里免 365 番地
五島市福江町 1 番 1 号
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2222 番地
雲仙市吾妻町牛口名 714 番地
南島原市西有家町里坊 96 番地 2

095-820-8065
095-829-1500
0956-22-2592
0957-62-9100
0957-22-3113
0957-52-9999
0956-72-1111
0959-72-6144
0959-37-0028
0957-38-7830
0957-82-3010

〒862-8570
〒860-8601
〒866-8601

熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号
熊本市中央区手取本町 1－1
熊本県八代市松江城町 1-25
（市民相談室内）

096-383-0999
096-353-5757
0965-33-4162

092-712-2929
0944-41-2601
0942-30-7700
0949-25-2162
0948-22-0857
0944-76-1004
0943-23-1183
0942-65-7021
0930-23-0999
093-246-5110
0942-72-2111
(内 144)

参考
資料

北九州市立消費生活センター
八幡西相談窓口
福岡市消費生活センター
大牟田市消費生活相談窓口
久留米市消費生活センター

0955-72-9122
0942-85-3800
0955-23-2136
0954-23-9500

369
387

人吉市消費生活センター
荒尾市消費生活センター
水俣市消費生活センター
玉名市消費生活センター
山鹿市消費生活センター
菊池市消費生活センター
宇土市消費生活センター
上天草市消費生活センター
宇城市消費生活センター
阿蘇市消費生活センター
天草市消費生活センター
合志市消費生活センター
大分県
大分県消費生活・
男女共同参画プラザ
大分市市民活動・消費生活センター
別府市消費生活センター
竹田市消費生活センター
豊後高田市消費生活センター
宮崎県
宮崎県消費生活センター
宮崎県消費生活センター
都城支所
宮崎県消費生活センター延岡支所
宇佐市消費生活センター
豊後大野市消費生活センター
由布市消費生活センター
国東市消費生活センター
宮崎市消費生活センター
都城市消費生活センター
延岡市男女共同参画センター
日向市消費生活センター
鹿児島県
鹿児島県消費生活センター
鹿児島県大島支庁
大島消費生活相談所
鹿児島市消費生活センター
鹿屋市消費生活センター
枕崎市消費生活センター
阿久根市消費生活センター
出水市消費生活センター
指宿市消費生活センター
西之表市消費生活センター
垂水市消費生活センター
薩摩川内市総合相談窓口
日置市消費生活相談窓口
曽於市消費生活センター
霧島市消費生活センター
いちき串木野市消費生活相談窓口
南さつま市消費生活センター

〒868-8601
〒864-8686
〒867-8555
〒865-8501
〒861-0592
〒861-1392
〒869-0492
〒869-3692
〒869-0592
〒869-2695
〒863-0023
〒861-1195

熊本県人吉市麓町 16 番地
熊本県荒尾市宮内出目 390 番地
水俣市陣内 1 丁目 1 番 1 号
玉名市繁根木 88-1
山鹿市山鹿 978 番地山鹿市役所別館 1 階
菊池市隈府 888
宇土市浦田町 51
上天草市大矢野町上 1514
宇城市松橋町大野 85
阿蘇市一の宮町宮地 504-1
天草市中央新町 15-7
合志市竹迫 2140

0966-22-2111
0968-63-1173
0966-61-1333
0968-75-1422
0968-43-1413
0968-36-9450
0964-22-1111
0964-56-0783
0964-33-8277
0967-22-3364
0969-32-6677
096-248-5442

〒870-0037

大分市東春日町 1-1

097-534-4034

〒870-0021
〒874-8511
〒878-8555
〒879-0692

大分市府内町三丁目 7 番 39 号
別府市上野口町 1 番 15 号
竹田市大字会々1861-70
豊後高田市御玉 114 番地

097-573-3770
0977-21-1881
0974-63-4834
0978-22-3100

〒880-0051
〒885-0024

宮崎市江平西 2 の 1 の 20
都城市北原町 16 街区 1

0985-32-7171
0986-24-0998

〒882-0812
〒879-0492
〒879-7198
〒879-5192
〒873-0502
〒880-8505
〒885-8555
〒882-0816
〒833-8555

延岡市本小路 39 の 3
宇佐市大字上田 1030 番地の 1
豊後大野市三重町市場 1200 番地
由布市湯布院町川上 3738-1
国東市国東町田深 280 番地 2
宮崎市橘通西 1-1-1
都城市姫城町 6-21
延岡市桜小路 360-2
日向市本町 10 番 5 号

0982-31-0998
0978-25-5581
0974-22-1018
0977-84-3111
0978-72-5168
0985-21-1751
0986-23-2121
0982-22-7056
0982-55-9111

〒892-0821

099-224-0999

〒894-8505

鹿児島市新屋敷町 16 番 203 号
鹿児島県住宅供給公社ビル 2 階
奄美市名瀬永田町 17-3 大島支庁内

〒890-0063
〒893-8501
〒898-8501
〒899-1696
〒899-0292
〒891-0497
〒891-3193
〒891-2195
〒895-8650
〒899-2592
〒899-8608
〒899-4394
〒896-8601
〒897-8501

鹿児島市鴨池 2 丁目 25 番 1-31 号
鹿屋市共栄町 20 番 1 号
枕崎市千代田町 27
阿久根市鶴見町 200 番地
出水市緑町 1-3
指宿市十町 2424 番地
西之表市西之表 7612 番地
垂水市上町 114 番地
薩摩川内市神田町 3 番 22 号
日置市伊集院町郡一丁目 100 番地
曽於市末吉町二之方 1980
鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45 番 1 号
いちき串木野市昭和通 133 番地 1
南さつま市加世田川畑 2648 番地

099-258-3611
0994-31-1169
0993-72-1111
0996-73-1211
0996-63-6203
0993-22-2111
0997-22-1111
0994-32-1295
0996-23-0808
099-273-2111
0986-76-8823
0995-45-5111
0996-32-3111
0993-53-2111

0997-52-0999
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〒899-7492
〒894-8555
〒897-0392
〒895-2511

志布志市有明町野井倉 1756 番地
奄美市名瀬幸町 25 番 8 号
南九州市知覧町郡 6204 番地
伊佐市大口里 1888

姶良市消費生活センター
沖縄県
沖縄県県民生活センター
沖縄県県民生活センター宮古分室
沖縄県県民生活センター
八重山分室
那覇市市民生活安全課
市民生活相談室
宜野湾市市民生活課
沖縄市消費生活相談

〒899-5492

姶良市宮島町 25 番地

099-474-1111
0997-52-1111
0993-83-2511
0995-23-1311
(内 1259）
0995-66-3111

〒900-0036
〒906-0012
〒907-0002

那覇市西 3-11-1
宮古島市平良字西里 1125
石垣市字真栄里 438-1

098-863-9214
0980-72-0199
0980-82-1289

〒900-8585

那覇市泉崎 1-1-1

098-862-9955

〒901-2710
〒904-8501

宜野湾市野嵩 1-1-1
沖縄市仲宗根町 26－1

098-893-4411
098-939-3140

参考
資料

志布志市消費生活相談窓口
奄美市消費生活センター
南九州市消費生活センター
伊佐市消費生活相談窓口
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[６] ウェブサイトアドレス一覧
各府省庁等のウェブサイトアドレス一覧
各府省庁名

ウェブサイトアドレス

首相官邸

http://www.kantei.go.jp

内閣官房

http://www.cas.go.jp/

復興庁

http://www.reconstruction.go.jp/

内閣府

http://www.cao.go.jp

公正取引委員会

http://www.jftc.go.jp/

警察庁

http://www.npa.go.jp

金融庁

http://www.fsa.go.jp

消費者庁

http://www.caa.go.jp/

総務省

http://www.soumu.go.jp

法務省

http://www.moj.go.jp

外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/

財務省

http://www.mof.go.jp

文部科学省

http://www.mext.go.jp

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp

農林水産省

http://www.maff.go.jp

経済産業省

http://www.meti.go.jp

国土交通省

http://www.mlit.go.jp

環境省

http://www.env.go.jp

防衛省

http://www.mod.go.jp/
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地方公共団体のウェブサイトアドレス一覧
団体名

ウェブサイトアドレス
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/index.htm

青森県

http://www.aca.or.jp/

岩手県

http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=267&ik=3&pnp=59&pnp=267

宮城県

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.ht
ml

秋田県

http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1138294715617/index
.html

山形県

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/021006/

福島県

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=E04
73AB2C74A535E63223ABD09A95EA0?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U0
00004&CONTENTS_ID=11078

茨城県

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/

栃木県

http://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/life/shouhi/seikatsu/center-gaiyou.ht
ml

群馬県

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900056.html

埼玉県

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/72/

千葉県

http://www.pref.chiba.lg.jp/customer/soudan/chiba.html

東京都

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/

神奈川県

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0217/

新潟県

http://www.pref.niigata.lg.jp/shohishagyosei/consumer.html

富山県

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/index.html

石川県

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/seikatu/index.html

福井県

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/index.html

山梨県

http://www.pref.yamanashi.jp/kurashi/seikatsu/shohi/index.html

長野県

http://www.nagano-shohi.net/

岐阜県

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/

静岡県

http://www.pref.shizuoka.jp/a_content/1_01.html

愛知県

http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/

三重県

http://www.pref.mie.jp/SHOUHI/HP/

滋賀県

http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/shohi/index.html

京都府

http://www.pref.kyoto.jp/shohise/index.html

大阪府

http://www.pref.osaka.jp/shouhi/index.html

兵庫県

http://web.pref.hyogo.lg.jp/life/cate3_101.html

奈良県

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1262.htm

和歌山県

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/index.html

鳥取県

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3595

参考
資料

北海道
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島根県

http://www.pref.shimane.lg.jp/shohi_kurashi/

岡山県

http://www.pref.okayama.jp/life/1/3/15/

広島県

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/life/1/4/

山口県

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/index/

徳島県

http://www.pref.tokushima.jp/shohi/

香川県

http://www.pref.kagawa.lg.jp/shohiseikatsu/index.htm

愛媛県

http://www.pref.ehime.jp/ecc/index.html

高知県

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/

福岡県

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4300508.html

佐賀県

http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/kurashi_anzen/shohi/kurashin
oanzen.html

長崎県

http://www.pref.nagasaki.jp/section/shokuhin/

熊本県

http://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhiseikatsu/

大分県

http://www.pref.oita.jp/life/1/1/

宮崎県

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/category/03_volunteer.html

鹿児島県

http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/syohi/index.html

沖縄県

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kurashi/shohi/index.html

○｢ハンドブック消費者」への御意見・御感想はこちらから
お寄せください。
https://form.caa.go.jp/shohisha/opinion-0002.php

※ウェブにてキーワード「ハンドブック消費者」で検索も可能
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消費者政策の軌跡
年代
１
９
６
０
年
代

１９７０年代

主な消費者問題の事例
・消費者の生命身体を脅かす事件の多発
（1960）ニセ牛缶事件
（1962）サリドマイド事件

主な消費者関連法令の整備状況
（1960）薬事法公布
（1961）割賦販売法（割販法）公布
（1962）不当景品類及び不当表示防止法公布

（1968）ＰＣＢ問題
（1969）欠陥自動車問題
（1971）果実飲料表示問題

（1968）消費者保護基本法公布

・ヤミカルテル問題
・マルチ商法等悪質商法問題
・ねずみ講
（1976）サラ金問題

１９８０年代

（1983）食品添加物問題
・クレジット問題
・資産形成取引に絡む問題
（豊田商事事件等）
・クレジット多重債務者問題

１
９
９
０
年
代

・契約、解約に関するトラブルの増大
・民事ルールの充実
・インターネット取引に係る問題の増大

・いわゆる「ワン切り」問題多発
（2001）ＢＳＥ問題発生
（2002）食品偽装表示事件等の多発

２０００年代

・自動車メーカーによる虚偽報告、
リコール隠し
（2003）米国でＢＳＥ感染牛の確認。
同国からの牛肉等の輸入停止
（2003）架空請求・不当請求問題
（2004）振り込め詐欺被害の多発
（2004）組織的なヤミ金融事犯に係る
犯罪被害財産の発覚
（2004 偽造・盗難キャッシュカード
～2005）による被害の急増
（2005）悪質な住宅リフォーム問題
（2005）耐震偽装問題
（2005）多重債務問題の深刻化
（2006）製品事故の顕在化
（2006）シンドラー社エレベーター
事故
（2006）パロマ工業社製ガス瞬間湯沸器の一酸化
炭素中毒死亡事故問題
（2007）ミートホープ事件等の食品偽装表示事件
の発覚
（2007）こんにゃくゼリーによる窒息死事故の顕
在化
（2007）ＮＯＶＡ事件
（2007）Ｌ＆Ｇ（円天）事件
（2008）中国冷凍ギョウザ問題
（2008）事故米穀不正規流通問題
（2009）花王「エコナ関連製品」製造・販売中止
（2009）劇場型勧誘による被害多発

(2010)
(2010)
(2011)
(2011)
(2011)
２０１０年代

クレジットカード現金化問題
貴金属等の訪問買取り被害多発
東日本大震災 原発事故発生
生食用牛肉で集団食中毒発生
小麦加水分解物を含有する「茶のしずく
石鹸」によるアレルギー発覚
(2011) 安愚楽牧場事件
(2012)「コンプガチャ」問題
(2012) 健康食品の送りつけ商法多発

(2013) カネボウ化粧品美白化粧品自主回収
(2013) ホテル、百貨店、レストラン等における
食品表示等の不正事案多発

主な消費者行政組織等の整備状況
（1961）経済企画庁（現内閣府）に国民
生活向上対策審議会発足
（1963）農林水産省に消費経済課設置
（1964）通商産業省（現経済産業省）に
消費経済課設置
（1965）経済企画庁に国民生活局設置
（1968）消費者保護会議設置
（1970）国民生活センター設立

（1972）食品衛生法改正
（1972）景品表示法改正
（1973）消費生活用製品安全法公布
（1973）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律公布
（1973）有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律公布
（1976）訪問販売等に関する法律（訪販法）公布
（1977）独占禁止法改正（課徴金制度導入）
（1978）無限連鎖講の防止に関する法律公布
（1982）海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
（海先法）公布
（1983）貸金業の規制等に関する法律公布
（1984）割販法改正
（1986）有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律公布
（1986）特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（1987）抵当証券業の規制等に関する法律公布
（1988）無限連鎖講の防止に関する法律改正
（1988）訪販法改正
（1989）前払式証票の規制等に関する法律公布
（1992）ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律公布
（1994）製造物責任法公布
（1994）不動産特定共同事業法公布
（1998）金融システム改革法公布
（1999）訪販法及び割販法改正
（1999）住宅品質確保促進法公布
（1999）貸金業規制法、出資法、利息制限法改正
（2000）訪販法（特定商取引法に改称）及び割販法改正
（2000）消費者契約法公布
（2000）金融商品の販売等に関する法律公布
（2001）電子消費者契約法公布
（2001）プロバイダー責任制限法公布
（2002）特定電子メール法公布、特定商取引法改正
（2002）有線電気通信法改正（ワン切り規制）
（2002）ＪＡＳ法改正（罰金額引き上げ）
（2002）ＢＳＥ対策特別措置法公布
（2002）農薬取締法改正
（2003）食品安全基本法公布
（2003）食品安全関連 5 法公布
（ＨＡＣＣＰ支援法(食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時措置法)の改正等）
（2003）景品表示法改正
（2004）特商法改正
（2004）消費者基本法公布
（2004）公益通報者保護法公布
（2005）携帯電話不正利用防止法公布
（2005）独占禁止法改正
（2005）特定電子メール法改正
（2005）食育基本法公布
（2005）ＪＡＳ法改正
（2005）預貯金者保護法公布
（2006）消費者契約法改正（消費者団体訴訟制度の制定）
（2006）金融商品取引法公布
（2006）犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する
法律公布（被害回復給付金支給制度導入）
（2006）消費生活用製品安全法改正
（2006）貸金業法改正
（2007）住宅瑕疵担保履行法公布
（2007）消費生活用製品安全法、電気用品安全法改正
（2007）振り込め詐欺救済法公布

（2008）消費者契約法、景品表示法、特商法改正（差止請求の
対象拡大）
（2008）特定電子メール法改正
（2009）米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達
に関する法律（米トレーサビリティ法）公布
（2009）ＪＡＳ法改正
（2009）消費者庁関連３法公布
（2009）独占禁止法改正
（2009）商品取引所法改正
(2010) 貸金業法、出資法、利息制限法完全施行

（2012）特商法改正（訪問購入の追加）
（2012）消費者教育の推進に関する法律公布
（2012）消費者基本法改正
（2012）消費者安全法改正
（2012）金融商品取引法改正
（2013）消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税
の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法
（2013）食品表示法公布
（2013）食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法、消費者契約法改
正（食品表示法へ差止請求の対象拡大）
（2013） 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の
裁判手続の特例に関する法律公布

（1991）運輸省に「消費者行政課」を設置

（2001）内閣府設置（国民生活局移管）

（2003）公正取引委員会 内閣府に移管
（2003）農林水産省に消費・安全局を設置
（2003）食品安全委員会設置
（2003）総務省に「消費者行政課」を設置
（2004）消費者政策会議設置
（2005）金融庁に「金融サービス利用者
相談室」設置

（2009）警察庁に「生活経済対策管理官」
を設置
（2009）消費者庁・消費者委員会設置

（2012）消費者庁に「消費者安全調査委
員会」発足

