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◎都道府県･政令指定都市　（設置団体数：2団体　設置窓口数：8箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

愛知県 愛知県消費生活総合センター 460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2 自治センター1階 052-962-0999

名古屋市 名古屋市市民経済局市民生活部市政情報室 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 052-972-3155

◎市区町村　（設置団体数：53団体　設置窓口数：53箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

豊橋市 東三河消費生活総合センター 440-8501 豊橋市今橋町1 0532-51-2305

岡崎市 総務部総務文書課 444-8601 岡崎市十王町2-9 0564-23-6631

一宮市 総務部行政課 491-8501 一宮市本町2-5-6 0586-28-8956

瀬戸市 行政経営部行政課 489-8701 瀬戸市追分町64-1 0561-88-2550

半田市 総務部総務課 475-8666 半田市東洋町2-1 0569-21-3111

春日井市 総務部総務課 486-8686 春日井市鳥居松町5-44 0568-85-6129

豊川市 総務部行政課 442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 0533-89-2123

津島市 総務部総務課庶務グループ 496-8686 津島市立込町2-21 0567-24-1111

碧南市 総務部行政課 447-8601 碧南市松本町28
0566-41-3311

(221)

刈谷市 総務部総務文書課 448-8501 刈谷市東陽町1-1 0566-62-1005

豊田市 総務部庶務課 471-8501 豊田市西町3-60 0565-34-6607

安城市 産業振興部商工課 446-8501 安城市桜町18-23 0566-71-2235

西尾市 地域振興部商工観光課 445-8501 西尾市寄住町下田22 0563-65-2168

蒲郡市 総務部行政課 443-8601 蒲郡市旭町17-1 0533-66-1155

犬山市 総務部総務課 484-8501 犬山市大字犬山字東畑36番地 0568-61-1800

常滑市 総務部総務課 479-8610 常滑市新開町4-1 0569-35-5111

江南市 生活産業部市民サービス課 483-8701 江南市赤童子町大堀90番地 0587-54-1111

小牧市 消費生活相談センター 485-8650 小牧市堀の内3-1 0568-76-1119

稲沢市 総務部総務課 492-8269 稲沢市稲府町1番地 0587-32-1111

新城市 総務部行政課 441-1392 新城市字東入船115番地 0536-23-7611

東海市 総務部総務法制課 476-8601 東海市中央町1-1 052-603-2211

大府市 総務部総務課 474-8701 大府市中央町5丁目70番地 0562-45-6271

知多市 商工振興課 478-8601 知多市緑町１ 0562-33-3151

知立市 消費生活相談コーナー 472-8666 知立市広見三丁目１番地 0566-83-1111

尾張旭市 産業課商工係（消費生活相談） 488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 0561-53-2111

高浜市 企画部総合政策グループ 444-1398 高浜市青木町４－１－２ 0566-52-1111

岩倉市 総務部行政課 482-8686 岩倉市栄町１丁目66番地 0587-38-5804

豊明市 行政経営部秘書広報課広報広聴係 470-1195 豊明市新田町子持松１－１ 0562-92-8360
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

日進市 生活安全課 470-0192 日進市蟹甲町池下268番地 0561-73-3491

田原市 東三河消費生活田原センター 441-3492 田原市田原町南番場30番地1 0531-23-3818

愛西市 総務部総務課 496-8555 愛西市稲葉町米野308 0567-26-8111

清須市 総務部防災行政課 452-8569 清須市須ケ口1238 052-400-2911

北名古屋市 総務部総務課 481-8531 北名古屋市西之保清水田15 0568-22-1111

弥富市 総務部総務課 498-8501 弥富市前ケ須町南本田335 0567-65-1111

あま市 建設産業部産業振興課 497-8522 あま市七宝町桂城之堀1 052-441-7114

長久手市 総務部行政課 480-1196 長久手市岩作城の内６０番地１ 0561-63-1111

東郷町 総務部総務財政課 470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１ 0561-38-3111

豊山町 総務部総務課 480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260 0568-28-6003

大口町 総務部行政課 480-0144 大口町下小口7-155 0587-95-1699

扶桑町 総務部総務課 480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 0587-93-1111

大治町 総務部総務課 490-1192 海部郡大治町大字馬島字大門西1-1 052-444-2711

蟹江町 政策推進室ふるさと振興課 497-8601 海部郡蟹江町学戸3丁目1番地 0567-95-1111

飛島村 総務部企画課 490-1436 海部郡飛島村竹之郷3-1 0567-52-1231

阿久比町 総務部総務課 470-2292 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 0569-48-1111

東浦町 総務部総務課 470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20番地 0562-83-3111

南知多町 総務部総務課 470-3495 知多郡南知多町大字豊浜字貝ｹ坪１８ 0569-65-0711

美浜町 総務部総務課 470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面106 0569-82-1111

武豊町 総務部総務課 470-2392 知多郡武豊町字長尾山2番地 0569-72-1111

幸田町 企画部企画政策課 444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林１－１ 0564-62-1111

みよし市 総務部総務課 470-0295 みよし市三好町小坂50番地 0561-32-8000

設楽町 総務課 441-2301 北設楽郡設楽町田口字辻前14 0536-62-0511

東栄町 総務課 449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25 0536-76-0501

豊根村 総務課 449-0403 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平２ 0536-85-1311
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