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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

埼玉県 埼玉県消費生活支援センター 333-0844 川口市上青木3-12-18 048-261-0999

埼玉県 埼玉県消費生活支援センター川越 350-1124
川越市新宿町１－１７－１７
ウェスタ川越公共施設棟３階

049-247-0888

埼玉県 埼玉県消費生活支援センター春日部 344-0038 春日部市大沼1-76 048-734-0999

埼玉県 埼玉県消費生活支援センター熊谷 360-0014 熊谷市箱田5-13-1 048-524-0999

さいたま市 さいたま市総務部行政透明推進課 330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 048-829-1118

さいたま市 さいたま市消費生活総合センター 330-0853
さいたま市大宮区錦町682－2
ＪＡＣＫ大宮６階

048-645-3002

さいたま市 さいたま市浦和消費生活センター 330-0055
さいたま市浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9階

048-871-0165

さいたま市 さいたま市岩槻消費生活センター 339-8585
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）

048-790-0202

◎市区町村　（設置団体数：63団体　設置窓口数：69箇所）

自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

川越市 市民部広聴課  350-8601 川越市元町1-3-1  049-224-6162

熊谷市
消費生活相談窓口
（市民活動推進課生活係）

 360-8601 熊谷市宮町2-47-1 048-524-1111

川口市 市政情報コーナー 332-8601 川口市青木2-1-1 048-259-7297

行田市 市政情報コーナー 361-8601 行田市本丸2－5 048-556-1111

行田市 行田市消費生活センター 361-8601 行田市本丸2－5 048-556-1111

秩父市 総務部総務課 368-8686 秩父市熊木町8-15 0494-22-2251

所沢市 所沢市消費生活センター 359-8501
所沢市並木1-1-1
（所沢市役所本庁舎1階）

04-2998-9204

飯能市 飯能市消費生活相談室 357-8501 飯能市大字双柳1－1
 042-973-2111

（内417）

加須市 市民相談室 347-8501 加須市下三俣290 0480-62-1111

本庄市 本庄市消費生活センター  367-8501 本庄市本庄3-5-3 0495-25-1175

東松山市 総務部総務課 355-8601 東松山市松葉町1－1－58 0493-21-1442

春日部市 市民生活相談課市民相談・情報公開担当 344-8577 春日部市中央6-2  048-736-1111

春日部市 庄和総合支所　総務課総務担当  344-0192 春日部市金崎839-1 048-746-1111

狭山市 狭山市消費生活センター 350-1305 狭山市入間川2－2－25 04-2954-7799

羽生市 消費生活相談（市民生活課） 348-8601 羽生市東6－15 048-561-1121

羽生市 総務課 348-8601 羽生市東6－15 048-561-1121

鴻巣市 鴻巣市消費生活センター  365-8601 鴻巣市中央１－１ 048-541-1321

深谷市 協働推進部自治振興課 366-8501 深谷市仲町11-1  048-571-1211

上尾市 上尾市消費生活センター 362-0075 上尾市柏座4－2－3 048-775-0801
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

草加市 消費労政課 340-0053 草加市旭町6－13－20 048-941-6111

草加市 総務部庶務課 340-8550 草加市高砂1－1－1 048-922-0151

越谷市 越谷市立消費生活センター 343-0813
越谷市越ヶ谷4－1－1
越谷市中央市民会館4Ｆ

048-965-8886

越谷市  文書法規課情報公開センター　 343-8501 越谷市越ヶ谷4－2－1 048-964-2111

蕨市 市民活動推進室 335-8501 蕨市中央5－14－15 048-433-7745

戸田市 防犯くらし交通課 335-8588 戸田市上戸田1－18－1 048-441-1800

入間市 入間市消費生活センター 358-8511 入間市豊岡1－16－1 04-2964-1111

鳩ヶ谷市
産業振興課消費生活係
（消費生活相談窓口）

334-8511 鳩ヶ谷市三ツ和1－14－3 048-280-1111

朝霞市 市政情報課市政情報係 351-8501 朝霞市本町1－1－1 048-463-1759

朝霞市 地域づくり支援課市民生活・相談係 351-8501 朝霞市本町1－1－1 048-463-2648

志木市 消費生活相談 353-0002 志木市中宗岡1－1－1（志木市役所内） 048-473-1111

和光市
和光市消費生活センター
(市民活動推進課 相談・消費者担当)

351-0192 和光市広沢1－5 048-424-9129

新座市 消費生活相談室 352-8623 新座市野火止1－1－1 048-477-1111

桶川市 自治文化課　自治・消費生活・協働推進グループ 363-8501 桶川市泉１－３－２８  048-786-3211

久喜市 久喜市消費生活相談室  346-8501 久喜市下早見85-3 0480-22-3925

北本市 市民課市民相談担当 364-8633 北本市本町1－111 048-591-1111

八潮市 総務人事課庶務担当 340-8588 八潮市中央1－2－1 048-996-2111

富士見市  富士見市消費生活相談 354-8511 富士見市大字鶴馬1800-1 049-252-7181

三郷市 消費生活センター 341-8501 三郷市花和田648－1 048-953-1111

蓮田市 蓮田市消費生活センター（商工課内） 349-0193 蓮田市大字黒浜2799－1 048-768-3111

坂戸市 坂戸市消費生活センター 350-0292 坂戸市千代田1－1－1 049-283-1331

幸手市 市民生活部市民協働課 340-0192 幸手市東4-6-8  0480-43-1111

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市消費生活センター 350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16－1 049-271-1111

日高市 総務課 350-1292 日高市大字南平沢1020 042-989-2111

吉川市 吉川市消費生活センター（商工課） 342-8501 吉川市吉川二丁目１番地１３  048-982-9697

ふじみ野市 ふじみ野市消費生活センター 356-8501 ふじみ野市福岡1-1-1  049-263-0110

伊奈町 伊奈町消費生活センター 362-8517 北足立郡伊奈町小室9493 048-721-2111

三芳町 総務課　 354-8555 入間郡三芳町藤久保1100-1 049-258-0019

毛呂山町 消費生活相談 350-0493 入間郡毛呂山町中央2丁目1番地 049-295-2112

越生町 消費生活相談 350-0494 入間郡越生町大字越生900－2 049-292-3121
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自治体名 名　称 〒 住　所 電話番号

滑川町 総務政策課秘書広報担当 355-8585 比企郡滑川町大字福田750-1 0493-56-2211

嵐山町 総務課庶務人事担当 355-0211 比企郡嵐山町杉山1030－1 0493-62-2150

小川町 生活あんしん室 355-0392 比企郡小川町大字大塚55 0493-72-1221

ときがわ町 総務課 355-0395 比企郡ときがわ町大字玉川2490 0493-65-1521

川島町  総務課 350-0192 比企郡川島町大字下八ツ林８７０番地１ 049-299-1753

吉見町 総務課法務情報係 355-0192 比企郡吉見町大字下細谷411 0493-54-1511

鳩山町 総務課 350-0392 鳩山町大字大豆戸184-16  049-296-1214

横瀬町 総務課 368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬4545 0494-25-0111

皆野町 総務課 369-1492 秩父郡皆野町大字皆野1420－1 0494-62-1230

長瀞町 総務課 369-1392 秩父郡長瀞町大字本野上1035－1 0494-66-3111

小鹿野町 総合政策課 368-0192 秩父郡小鹿野町大字小鹿野89 0494-75-1221

東秩父村 総務課 355-0393 秩父郡東秩父村大字御堂634 0493-82-1226

美里町 総務課 367-0194 児玉郡美里町大字木部323－1 0495-76-1115

神川町 神川町消費生活相談窓口 367-0292 児玉郡神川町大字植竹909 0495-77-0703

上里町 総務課庶務係 369-0392 児玉郡上里町大字七本木5518 0495-35-1234

寄居町 産業振興課消費生活相談 369-1292 寄居町大字寄居1180-1 048-581-2121

宮代町 総務課 345-8504 宮代町笠原1-4-1 0480-34-1111

白岡市 総務課 349-0292 白岡市千駄野432 0480-92-1111

杉戸町 総務課 345-8502 北葛飾郡杉戸町清地2－9－29 0480-33-1111

松伏町 松伏町消費生活センター 343-0192 北葛飾郡松伏町松伏2424 048-991-1854
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