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◎都道府県･政令指定都市　（設置窓口数：3箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

新潟県 新潟県総務管理部法務文書課 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 025-280-5021

新潟市 新潟市市民生活部市民生活課 951-8550 新潟市学校町通1番町602番地1 025-228-1000

新潟市
新潟市市民生活部市民生活課
消費生活センター

951-8550 新潟市学校町通1番町602番地1 025-228-1000

◎市区町村　（設置団体数：28団体　設置窓口数：56箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

長岡市 長岡市総務部庶務課 940-8501 長岡市大手通１丁目4番地10 0258-39-2203

三条市 三条市市民部市民窓口課市民なんでも相談室 955-8686 三条市旭町二丁目３－１ 0256-34-5511

柏崎市 総合企画部総務課 945-8511 柏崎市中央町5番50号 0257-23-5111

新発田市 新発田市市民生活課 957-8686 新発田市中央町4丁目10番4号 0254-22-3101

小千谷市 小千谷市総務課 947-8501 小千谷市城内二丁目7番5号 0258-83-3506

小千谷市 小千谷市市民生活課（消費生活相談窓口） 947-8501 小千谷市城内二丁目7番5号 0258-83-3516

加茂市 加茂市商工観光課内（消費生活相談窓口） 959-1392 加茂市幸町2丁目3番5号 0256-52-0080

十日町市 十日町市市民相談 948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地 025-757-3111

十日町市 十日町市消費生活相談 948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地 025-757-3111

十日町市 十日町市法律相談 948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地 025-757-3111

見附市 見附市総務課 954-8686 新潟県見附市昭和町2-1-1 0258-62-1700

村上市 村上市消費生活センター 958-8501 村上市三之町１番１号
0254-53-2111
（内線２８７）

村上市 村上市総務課総務・危機管理室 958-8501 村上市三之町１番１号
0254-53-2111
（内線３１３）

村上市 村上市荒川支所地域振興課総務管理室 959-3192 村上市山口４４４番地 0254-62-3101

村上市 村上市神林支所地域振興課総務管理室 959-3492 村上市岩船駅前５６番地 0254-66-6111

村上市 村上市朝日支所地域振興課総務管理室 958-0292 村上市岩沢５６１１番地 0254-72-6880

村上市 村上市山北支所地域振興課総務管理室 959-3993 村上市府屋２３２番地 0254-77-3111

燕市 燕市商工観光部商工観光課（消費者相談窓口） 959-1295 燕市吉田西太田１９３４番地 0256-92-1111

燕市 燕市総務部総務課 959-0295 燕市吉田西太田１９３４番地 0256-92-1111

糸魚川市 総務部総務課広報情報係 941-8501 糸魚川市一の宮1丁目2番5号 025-552-1511

糸魚川市 糸魚川市消費生活相談窓口（環境生活課内） 941-8501 糸魚川市一の宮1丁目2番5号 025-552-1511

妙高市 総務課広報情報係 944-8686 妙高市栄町5-1 0255-72-5111

五泉市 五泉市商工観光課商工係 959-1692 五泉市太田1094番地1 0250-43-3911

五泉市 五泉市消費生活センター 959-1865 五泉市本町2丁目3-35 0250-47-4578

上越市 上越市消費生活センター 943-8601 上越市木田1-1-3 025-525-1905

上越市 上越市総務管理部総務管理課 943-8601 上越市木田1-1-3 025-526-5111

上越市 上越市安塚区総合事務所 942-0492 上越市安塚区安塚722-3 025-592-2003

上越市 上越市浦川原区総合事務所 942-0393 上越市浦川原区釜淵5 025-599-2301

上越市 上越市大島区総合事務所 942-1195 上越市大島区岡3320-3 025-594-3101

上越市 上越市牧区総合事務所 943-0692 上越市牧区柳島522 025-533-5141

上越市 上越市柿崎区総合事務所 949-3292 上越市柿崎区柿崎6405 025-536-2211

上越市 上越市大潟区総合事務所 949-3192 上越市大潟区土底浜1081-1 025-534-2111
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上越市 上越市頸城区総合事務所 942-0192 上越市頸城区百間町636 025-530-2311

上越市 上越市吉川区総合事務所 949-3494 上越市吉川区下町1126 025-548-2311

上越市 上越市中郷区総合事務所 949-2394 上越市中郷区藤沢986-1 0255-74-2411

上越市 上越市板倉区総合事務所 944-0192 上越市板倉区針722-1 0255-78-2141

上越市 上越市清里区総合事務所 943-0595 上越市清里区荒牧18 025-528-3111

上越市 上越市三和区総合事務所 943-0316 上越市三和区井ノ口444 025-532-2323

上越市 上越市名立区総合事務所 949-1692 上越市名立区名立大町365-1 025-537-2121

阿賀野市 阿賀野市総務課 959-2092 阿賀野市岡山町１０番１５号 0250-62-2510

佐渡市 佐渡市総務課 952-1292 佐渡市千種232番地 0259-63-3111

佐渡市 佐渡市立消費生活センター 952-1393 佐渡市河原田本町394番地佐渡市役所佐和田支所内 0259-57-8143

魚沼市 魚沼市総務課総務管理室 946-8601 魚沼市小出島130番地1 025-792-9203

魚沼市 魚沼市市民課市民相談センター 946-8601 魚沼市小出島130番地1 025-792-8844

南魚沼市 南魚沼市総務課防災庶務班 949-6696 南魚沼市六日町180番地1 025-773-6660

胎内市 総務課秘書法制係 959-2693 胎内市新和町2番10号 0254-43-6111

聖籠町 聖籠町総務課総務管理係 957-0192 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地４ 0254-27-2111

弥彦村 総務課企画調整係 959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２ 0256-94-3131

田上町 田上町住民相談室 959-1503 南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地 0256-57-6222

阿賀町 総務課庶務係 959-4495 東蒲原郡阿賀町津川５８０番地 0254-92-3113

出雲崎町 総務課庶務係 949-4392 三島郡出雲崎町大字川西140番地 0258-78-2290

湯沢町 湯沢町総務管理課総務係 949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立300 025-784-3451

津南町 総務課　総務班 949-8292 中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５ 025-765-3112

関川村 農林観光課商工観光班(消費生活苦情相談) 959-3292 岩船郡関川村大字下関912 0254-64-1478

関川村 総務課総務班 959-3292 岩船郡関川村大字下関912 0254-64-1476

粟島浦村 粟島浦村総務課 958-0061 岩船郡粟島浦村字日ﾉ見山1513-11 0254-55-2111
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