
市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

札幌市 札幌市消費者センター（消費生活相談室） 011-728-2121

函館市消費生活センター 0138-26-4646

多重債務相談窓口 0138-21-3160

小樽市 小樽・北しりべし消費者センター 0134-23-7851

旭川市 旭川市消費生活センター 0166-22-8228

室蘭市消費生活センター 0143-25-3100

室蘭消費者協会 0143-23-1580

釧路市 釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

消費生活アドバイスセンター（火～土） 0155-22-8393

市民相談室（月・火・水・金） 0155-65-4200

北見市消費者相談室 0157-23-4013

市民生活課 0157-25-1149

端野総合支所市民環境課 0157-56-2116

常呂総合支所市民環境課 0152-54-2115

留辺蘂総合支所市民環境課 0157-42-2424

夕張市消費生活相談窓口 0123-56-6001

市民課 0123-52-3108

岩見沢市 岩見沢市消費者センター 0126-23-7987

網走市消費者相談室 0152-44-7076

市民課 0152-44-6111

留萌消費生活相談窓口 0164-42-0651

留萌消費生活ひろば 面談のみ

経済港湾課 0164-42-1840

苫小牧市 苫小牧市消費者センター 0144-33-6510

稚内市 稚内市消費者センター 0162-23-4133

美唄市消費生活センター 0126-62-4500

生活環境課 0126-62-3142

芦別市 芦別市消費生活相談窓口 0124-22-2111

江別市 江別市消費生活相談窓口 011-381-1026

赤平市消費生活相談室 0125-32-1833

商工労政観光課 0125-32-1841

紋別市消費者センター 0158-24-7779

市民生活部環境生活課 0158-24-2111

函館市

室蘭市

帯広市

北見市

夕張市

網走市

留萌市

美唄市

赤平市

紋別市



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

士別市 士別地区広域消費生活センター 0165-23-3820

名寄市 名寄市消費生活センター 01654-2-3575

三笠市消費生活相談窓口 01267-2-2189

市民生活課 01267-2-3187

根室市 根室市消費生活センター 0153-24-9065

千歳市消費生活相談室 0123-24-0193

千歳消費者協会 0123-24-3139

滝川市 滝川地方消費者センター 0125-23-4778

砂川消費者協会 0125-52-2002

市民生活課 0125-54-2121

歌志内市消費生活センター 0125-42-2543

市民課 0125-42-3217

深川市 深川地域消費者センター 0164-26-2210

富良野消費生活センター 0167-39-1166

総務部市民環境課 0167-39-2308

登別市 登別市消費生活センター 0143-85-3491

恵庭市消費者協会 0123-32-8191

生活環境部市民活動推進課 0123-33-3131

市民部市民課 0142-23-3331

伊達消費者協会 0142-25-4067

北広島市 北広島市消費生活相談室 011-372-3311

石狩市消費生活相談窓口　　　（月  ・　水～金） 0133-75-2282

石狩消費者協会　　　　　　　　　（火） 0133-72-2432

環境市民部広聴・市民生活課 0133-72-3191

消費生活相談室 0138-77-8811

函館市消費生活センター 0138026-4646

市民部市民課 0138-73-3111

当別町 当別町消費生活相談窓口 0133-23-3209

総務課 0126-57-2111

江別市消費生活相談窓口 011-381-1026

町民生活課 0139-42-2275

函館市消費生活センター 0138-26-4646

水産商工課 0139-47-3004

函館市消費生活センター 0138-26-4646

三笠市

千歳市

砂川市

歌志内市

富良野市

恵庭市

伊達市

石狩市

北斗市

新篠津村

松前町

福島町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

産業振興課   総務企画課 01392-5-6161

函館市消費生活センター 0138-26-4646

町民課 01392-2-3131

函館市消費生活センター 0138-26-4646

環境生活課 0138-65-2516

函館市消費生活センター 0138-26-4646

民生課 01372-7-5290

函館市消費生活センター 0138-26-4646

住民生活課 01374-2-2181

函館市消費生活センター 0138-26-4646

企画振興課 0137-62-2111

熊石総合支所産業課 01398-2-3111

函館市消費生活センター 0138-26-4646

産業振興課 01377-2-2455

函館市消費生活センター 0138-26-4646

江差町 江差町消費生活相談所 0139-52-6715

上ノ国町 住民課 0139-55-2311

厚沢部町 総務政策課 0139-64-3311

産業課 0139-62-2311

地域包括支援センター 0139-62-5845

奥尻町 奥尻町消費生活相談センター 01397-2-3404

今金町 まちづくり推進課 0137-82-0111

町民児童課 0137-84-5111

大成総合支所地域町民課 01398-4-5511

瀬棚総合支所地域町民課 0137-87-3311

地域包括支援センター 0137-84-5699

企画課 0136-75-6212

岩内消費生活相談センター 0135-61-4878

岩内消費生活相談センター 0135-61-4878

産業振興課 0136-62-2602

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

企画環境課 0136-72-3376

産業経済課 0136-57-5111

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

商工観光課 0136-44-2121

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

総務企画課 0136-45-3610

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

知内町

木古内町

七飯町

鹿部町

森町

八雲町

長万部町

乙部町

せたな町

島牧村

寿都町

黒松内町

蘭越町

ニセコ町

真狩村



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

産業課 0136-46-3131

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

産業振興課 0136-33-2211

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

企画振興課 0136-42-2111

ようてい地域消費生活相談窓口 0136-44-1600

住民環境課 0136-56-8005

倶知安消費者協会　消費者生活相談室（月・水・
金）

0136-23-1522

岩内消費生活相談センター 0135-61-4878

産業課 0135-73-2011

岩内消費生活相談センター 0135-61-4878

民生部住民課 0135-67-7094

岩内消費生活相談センター 0135-61-4878

産業課 0135-75-2101

岩内消費生活相談センター 0135-61-4878

産業建設課 0135-76-5011

小樽・北しりべし消費者センター 0134-23-7851

商工観光課 0135-44-3381

小樽・北しりべし消費者センター 0134-23-7851

産業課 0135-42-2181

小樽・北しりべし消費者センター 0134-23-7851

企画課 0135-32-3951

小樽・北しりべし消費者センター 0134-23-7851

民生部町民福祉課 0135-21-2120

小樽・北しりべし消費者センター 0134-23-7851

産業課 0135-34-6211

産業振興課消費生活相談窓口 011-378-2121

南空知消費生活相談室 0123-72-3581

ふるさと商工課 0125-65-2118

滝川地方消費者センター 0125-23-4778

上砂川町消費生活センター 0125-62-2243

住民課 0125-62-2011

産業振興課由仁のもの推進室 0123-83-2114

南空知消費生活相談室 0123-72-3581

税務住民課 0123-88-2111

南空知消費生活相談室 0123-72-3581

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町

共和町

岩内町

泊村

神恵内村

積丹町

古平町

仁木町

余市町

赤井川村

南幌町

奈井江町

上砂川町

由仁町

長沼町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

ブランド推進課 0123-73-7516

南空知消費生活相談室 0123-72-3581

産業課 0126-53-2322

岩見沢市消費者センター 0126-23-7987

産業建設課 0125-68-2114

滝川地方消費者センター 0125-23-4778

住民課 0125-76-2130

滝川地方消費者センター 0125-23-4778

企画振興課 0164-32-2411

深川地域消費者センター 0164-26-2210

産業課 0164-33-2111

深川地域消費者センター 0164-26-2210

産業建設課 0125-77-2248

滝川地方消費者センター 0125-23-4778

産業課 0164‐34‐2111

深川地域消費者センター 0164-26-2210

住民生活課 0164-35-2115

深川地域消費者センター 0164-26-2210

健康福祉課 0166-87-2112

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

産業振興課 0166-83-2114

東神楽消費者協会相談窓口 0166-83-2111(内線383)

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

栗山町

月形町

浦臼町

新十津川町

妹背牛町

秩父別町

雨竜町

北竜町

沼田町

鷹栖町

東神楽町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

総務企画課 0166-84-2111

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

産業振興課 0166-85-2111

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

産業振興課 01658-6-5111

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

産業経済課 01658-2-1211

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

定住促進課 0166-82-2111

旭川市消費生活センター 0166-25-8228

美瑛町 住民生活課 0166-92-4294

町民生活課 0167-45-6985

富良野消費生活センター 0167-39-1166

産業建設課 0167-44-2123

富良野消費生活センター 0167-39-1166

産業課 0167-52-2178

富良野消費生活センター 0167-39-1166

企画商工課 0167-56-2124

富良野消費生活センター 0167-39-1166

産業振興課 0165-32-2423

士別地区広域消費生活センター 0165-23-3820

町づくり観光課 0165-34-2121

士別地区広域消費生活センター 0165-23-3820

税務住民課 01655-4-2511

名寄地区広域消費生活センター 01654-2-3575

住民生活課 01656-2-1615

名寄地区広域消費生活センター 01654-2-3575

経済課産業振興室 01656-5-3313(内線37)

名寄地区広域消費生活センター 01654-2-3575

総務課総務町政室 01656-7-2811

名寄地区広域消費生活センター 01654-2-3575

産業課 0165-35-2122

士別地区広域消費生活センター 0165-23-3820

増毛町 商工観光課 0164-53-3332

小平町 小平町消費生活相談窓口 0164-59-1000

当麻町

比布町

愛別町

上川町

東川町

上富良野町

中富良野町

南富良野町

占冠村

和寒町

剣淵町

下川町

美深町

音威子府村

中川町

幌加内町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

苫前町 企画振興課 0164-64-2212

羽幌町 町民課 0164-62-2111

初山別村 経済課 0164-67-2211

遠別町 経済課 01632-7-2115

天塩町 天塩相談窓口（住民課） 01632-2-1001

産業課 01635-2-3134

稚内市消費者センター 0162-23-4133

産業振興課 01634-2-2346

稚内市消費者センター 0162-23-4133

まちづくり推進課 01634-6-1111

中頓別消費生活相談室 01634-6-1170

稚内市消費者センター 0162-23-4133

商工観光課 0163-62-1238

稚内市消費者センター 0162-23-4133

町民課 0162-82-1001

稚内市消費者センター 0162-23-4133

産業課 0163-86-1001

稚内市消費者センター 0162-23-4133

まちづくり振興課 0163-84-2345

稚内市消費者センター 0162-23-4133

産業振興課 0163-82-1114

稚内市消費者センター 0162-23-4133

経済課 01632-5-1116

稚内市消費者センター 0162-23-4133

美幌町 美幌消費者協会 0152-72-0366

津別町 産業振興課 0152-76-2151

斜里町消費生活相談所 0152-23-3131

民生部住民生活課 0152-23-3131

清里町 町民課 0152-25-3577

小清水町 小清水町相談窓口 0152-62-4472

訓子府町 農林商工課 0157-47-2116

置戸町 産業振興課 0157-52-3313

経済課 01587-2-1200

佐呂間町社会福祉協議会 01587-2-3732

商工観光課 0158-42-4819

生田原総合支所産業課 0158-45-2012

丸瀬布総合支所産業課 0158-47-2213

白滝総合支所産業課 0158-48-2212

猿払村

浜頓別町

中頓別町

枝幸町

豊富町

礼文町

利尻町

利尻富士町

幌延町

斜里町

佐呂間町

遠軽町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

湧別町総合庁舎商工観光課 01586-2-5866

湧別町総合支所産業振興課 01586-5-3763

滝上町 商工観光課 0158-29-2111

興部町 住民課（消費者相談窓口） 0158-82-2131

西興部村 住民課 0158-87-2111

産業振興課（消費者相談窓口） 0158-84-2121

雄武町消費者協会 0158-84-2121

産業課 0152-74-2111

産業建設課（東藻琴総合支所） 0152-66-2131

豊浦町 水産商工振興課（消費生活相談窓口） 0142-83-1408

壮瞥町 商工観光課 0142-66-4200

白老町消費者センター 0144-82-2265

ＮＰＯ白老消費者協会 0144-82-4722

厚真町 産業経済課 0145-27-2486

洞爺湖町 産業振興課 0142-74-3005

安平町 まちづくり推進課 0145-22-2514

町民生活課 0145-42-2414

穂別総合支所地域振興課 0145-45-2114

産業経済課 01456-2-6185

日高総合支所地域振興課 01457-6-2008

平取町 産業課 01457-2-2223

新冠町 産業課 0146-47-2110

浦河町 浦河町消費生活センター 0146-22-6667

様似町 商工観光課 0146-36-2119

えりも町 産業振興課 01466-2-4626

住民福祉部生活環境課 0146-43-2111

三石総合支所町民福祉課 0146-33-2111

音更町消費生活センター 0155-32-3211

町民課 0155-42-2111

町民課 01564-5-5231

音更町消費生活センター 0155-32-3211

上士幌町消費者協会 消費生活相談窓口 01564-2-5665

町民課 01564-2-2111

鹿追町 商工観光課 0156-66-4034

新得町 町民課 0156-64-0528

清水町消費者センター 0156-62-2688

町民生活課 0156-62-1151

芽室町 芽室町消費生活センター 0155-62-6556

湧別町

雄武町

大空町

白老町

むかわ町

日高町

新ひだか町

音更町

士幌町

上士幌町

清水町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

中札内消費生活相談室 0155-67-2311

産業課 0155-67-2495

更別消費生活相談室 0155-52-3900

産業課 0155-52-2211

大樹町消費者相談室 01558-6-2114

商工観光課 01558-6-2114

広尾町 水産商工観光課 01558-2-0177

幕別消費生活相談室（本町地区） 0155-55-5800

札内消費生活相談室（札内地区） 0155-55-5800

忠類消費生活相談室（忠類地区） 0155-55-5800

池田町消費生活相談室（金） 015-572-5555

産業振興課 015-572-3218

消費者生活相談（月１回） 015-574-2213

住民課 015-574-2213

消費者相談窓口（第１・３火） 0156-22-2141

企画振興課 0156-22-2141

足寄町消費生活相談所 0156-28-0585

住民課 0156-25-2141

消費者相談窓口 0156-27-2141

産業振興課 0156-27-2141

浦幌町消費生活相談窓口（火） 015-576-4330

町民課 015-576-2114

住民課 0154-62-2121

釧路町消費者協会 0154-62-2121

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

厚岸町消費生活相談窓口 0153-52-3131

商工観光課 0153-62-2147

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

企画財政課 015-485-2111

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

環境生活課 015-482-2934

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

産業振興課 0154-64-2114

釧路市消費生活相談室 0154-24-3000

企画総務部企画財政課 01574-2-2171

別海町 福祉部町民課 0153-75-2111

中札内村

更別村

大樹町

幕別町

池田町

豊頃町

本別町

足寄町

陸別町

鶴居村

白糠町

浦幌町

釧路町

厚岸町

浜中町

標茶町

弟子屈町



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 電話

中標津町消費生活センター 0153-73-3111

生活課 同 上

標津町 住民生活課 0153-82-2131

羅臼町 環境生活課 0153-87-2115

中標津町


