
市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 相談内容 電話

多重債務相談（専門相談窓口の紹介）

消費生活相談

名護市役所総務課 無料法律相談
0980-53-1212
（内線337）

多重債務相談（専門相談窓口の紹介）

弁護士無料法律相談

国頭村社会福祉協議会 心配ごと相談 0980-41-5231

多重債務相談（専門相談窓口の紹介）

弁護士無料法律相談

多重債務相談（専門相談窓口の紹介）

弁護士法律相談

今帰仁村役場経済課商工観光係 多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 0980-56-2256

今帰仁村役場総務課 無料法律・行政相談 098-056-2101

本部町役場商工観光課 多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 0980-47-2700

本部町社会福祉協議会 弁護士による無料法律相談 0980-47-6655

多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 098-966-1200

弁護士法律相談 098-966-1200

恩納村社会福祉協議会 民生委員による相談 098-966-1193

宜野座村役場観光商工課 消費生活相談 098-968-5125

宜野座村社会福祉協議会 弁護士法律相談 098-968-8979

弁護士による無料法律相談（要予約）

多重債務相談（専門相談窓口の紹介）

伊江村役場商工観光課 多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 0980-49-2906

伊江村社会福祉協議会 心配ごと相談 0980-49-5104

伊平屋村 伊平屋村役場商工観光課 多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 0980-46-2177

伊是名村 伊是名村役場観光振興課 多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 0980-45-2534

消費生活相談

弁護士法律相談

うるま市社会福祉協議会 司法書士法律相談 098-964-2494

沖縄市役所消費生活相談 消費生活相談 098-929-3140

沖縄市役所市民相談室 弁護士法律相談
098-939-1212
(内線2067、2068）

沖縄市社会福祉協議会心配ごと相談室 生活全般に関する相談 098-937-1500

消費生活相談

弁護士無料法律相談

宜野湾市社会福祉協議会ふれあい相談所 一般相談 098-896-2020

市民相談（総合）

弁護士法律相談

司法書士法律相談

消費生活相談

一般相談

弁護士法律相談

司法書士法律相談（消費者金融関係）

読谷村役場商工観光課 多重債務相談（専門相談窓口の紹介） 098-982-9216

弁護士法律相談

司法書士法律相談

読谷村
読谷村役場総務課 098-982-9201

浦添市

浦添市役所市民相談室

○相談室直通
098-851-5059

○代表
098-876-1234
（内線7311）

浦添市社会福祉協議会
ふれあい福祉相談センター

○相談室直通
098-870-1333
○代表
098-877-8226

沖縄市

宜野湾市
宜野湾市役所市民生活課

098-893-4411
（内線433）

金武町 金武町役場総務課 098-968-2111

伊江村

うるま市
うるま市役所市民生活課 098-973-5487

今帰仁村

本部町

恩納村
恩納村役場総務課

宜野座村

東村 東村役場総務財政課 0980-43-2201

大宜味村 大宜味村役場総務課 0980-44-3001

名護市
名護市役所商工観光課

0980-53-1212
（内線348）

国頭村
国頭村役場総務課 0980-41-2101



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 相談内容 電話

読谷村 読谷村社会福祉協議会ふれあい相談所 生活全般に関する相談 098-958-1118

嘉手納町役場産業環境課 多重債務・消費生活相談（専門相談窓口の紹介）
098-956-1111
（内線327）

無料法律相談

合同相談

行政相談

心配ごと相談

北谷町役場経済振興課 消費生活相談 098-982-7701

北谷町役場企画財政課 人権・行政・無料法律相談
098-936-1234
（内線163）

司法書士法律相談

総合相談（専門相談窓口の紹介）

北中城村役場総務課 弁護士法律相談 098-935-2233

北中城村社会福祉協議会心配ごと相談所 一般相談、消費生活相談 098-935-4755

中城村役場住民生活課 多重債務相談（専門機関案内等） 098-895-2131

消費生活に関する相談

司法書士法律相談

西原町役場企画財政課 何でも相談窓口 098-945-4533

西原町役場総務課 弁護士法律相談 098-945-5011

消費者生活、多重債務等に関する相談

弁護士法律相談

消費生活相談

多重債務相談（司法書士）

那覇市社会福祉協議会ふれあい福祉相談室 司法書士法律相談 098-857-7780

消費生活相談

司法書士法律相談

豊見城市社会福祉協議会ふれあい相談室 弁護士法律相談 098-856-2782

市民相談（総合）

弁護士法律相談

多重債務相談(司法書士)

糸満市社会福祉協議会ふれあい福祉相談所 心配ごと相談
098-994-0563
098-852-3000

南城市役所生活環境課(大里庁舎) 消費生活相談(毎週火曜日） 098-946-8981

南城市役所総務課（玉城庁舎） 弁護士法律相談（毎月第二木曜日：要予約） 098-948-7111

南城市社会福祉協議会ふくふく相談所
司法書士（第1木曜日）,
元裁判所職員（第3木曜日）による相談：要予約

098-882-8861

与那原町役場総務課 弁護士無料法律相談（要予約） 098-945-2201

与那原町社会福祉協議会心配ごと相談 生活全般に関する相談 098-945-3016

南風原町役場まちづくり振興課 多重債務相談（専門機関案内等） 098-889-4412

一般相談 098-889-6270

司法書士法律相談（サラ金相談）

弁護士法律相談

八重瀬町役場　企画財政課 多重債務相談（専門機関案内等） 098-998-2344

八重瀬町社会福祉協議会
ふれあいプラザ相談所

総合相談 098-998-8411

座間味村役場総務・福祉課 総合相談 098-896-4045

座間味村社会福祉協議会 生活福祉相談 098-897-2084

粟国村 粟国村役場民生課 一般相談 098-988-2017

粟国村 粟国村社会福祉協議会 生活福祉相談（心配ごと相談） 098-988-2045

渡名喜村役場経済課・総務課 098-989-2002

渡名喜村社会福祉協議会 098-989-2113
渡名喜村 民生委員による相談

南風原町
南風原町社会福祉協議会ふれあい福祉相談室

098-889-6270

八重瀬町

座間味村

糸満市
糸満市役所市民生活環境課 098-840-8123

南城市

与那原町

那覇市
那覇市役所市民生活相談室

098-862-3278
098-862-9955
（多重債務相談番号）

豊見城市
豊見城市役所協働のまち推進課 098-850-0159

西原町

西原町 西原町社会福祉協議会
098-835-8822

098-945-3651

北谷町

北谷町社会福祉協議会
ふれあい総合相談所

098-926-0340

北中城村

中城村 中城村社会福祉協議会
中城村ふれあい総合相談所

098-895-6788

嘉手納町
嘉手納町役場総務課 098-956-1111



市区町村名 多重債務者相談窓口担当課 相談内容 電話

南大東村社会福祉協議会 生活福祉相談 09802-2-2226

南大東村役場産業課 多重債務相談（専門機関案内等） 09802-2-2037

北大東村 北大東村役場福祉衛生課 多重債務相談（専門機関案内等） 09802‐3‐4055

久米島町 久米島町役場町民課 多重債務相談（専門機関案内等） 098-985-7123

宮古島市役所市民生活課市民生活室 無料人権・法務なんでも相談所 0980-72-3751

宮古島市役所商工物産交流課商工物産係 多重債務相談 0980-73-2690

宮古島市社会福祉協議会本所 総合相談 0980-77-8661

宮古島市社会福祉協議会城辺支所 総合相談 0980-77-7930

宮古島市社会福祉協議会平良支所 総合相談 0980-72-3193

総合相談

法律相談

宮古島市社会福祉協議会伊良部支所 総合相談 0980-78-5973

宮古島市社会福祉協議会上野支所 総合相談 0980-76-2540

宮古島市社会福祉協議会下地支所 総合相談 0980-76-2270

総合相談 0980-76-3895

法律相談
0980-76-3895
0980-77-8661

多良間村 多良間村役場総務財政課 多重債務相談（専門機関案内等） 0980-79-2060

多重債務相談

法律相談

総合相談

司法書士法律相談

竹富町 竹富町役場商工観光課 多重債務相談（専門機関案内等） 0980-82-6191（代表）

石垣市

石垣市役所市民保健部市民生活課
0980-82-1253
（内線277）

石垣市社会福祉協議会ふれあい相談室 0980-88-0540

南大東村

宮古島市
宮古島市社会福祉協議会ふれあい福祉相談
　（宮古島市平良）

0980-73-0892

宮古島市社会福祉協議会ふれあい福祉相談
　（宮古島市下地）


