27 大阪
大阪府

27 大阪
お住まいの市区町村でも相談を受け付けています。

一般消費者向け相談窓口

06-6949-6523
06-6949-6875

近畿財務局
法テラス・サポートダイヤル
法テラス

（公財）
日本クレジットカウンセリング協会

0570-031640

事業者向け相談窓口

0570-078374

法テラス・サポートダイヤル
日本弁護士連合会ひまわり中小企業センター
ひまわりほっとダイヤル

※電話で受付、面談による相談
※地域により無料相談実施状況が異なりますので、
お電話の際にご確認下さい。

0570-001-240

大阪府商工会連合会

06-6947-4340
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06-6944-6451
06-6722-1151
072-675-0484
072-432-1101
06-6330-8001
06-6845-8001
072-462-3128
06-6909-3303
072-264-1888
0725-53-0330
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【火・金13：00 〜 16：00】
【月・水13：00 〜 16：00】

堺市北区企画総務課（無料法律相談：予約制）

【月・木13：00 〜 16：00】

堺市美原区企画総務課（無料法律相談：予約制）

【木13：00 〜 16：00】

06-6943-6099

貝

072-290-1800

0570-078331

大阪司法書士会司法書士総合相談センター

槻

072-275-1901

堺市南区企画総務課（無料法律相談：予約制）

堺

06-6364-1248

高

072-287-8100

堺市西区企画総務課（無料法律相談：予約制）

【水・金13：00 〜 16：00】

大阪弁護士会総合法律相談センター

阪

072-270-8181

堺市東区企画総務課（無料法律相談：予約制）

0570-078329

（クレジット・サラ金問題無料相談）

大

072-228-7403

堺市中区企画総務課（無料法律相談：予約制）

【月・水・金13：00 〜 16：00】

大阪

188

原

面
東

大阪弁護士会総合法律相談センター

「クレジット・サラ金問題無料相談」
※但し、法人事業者は除きます。

大阪司法書士会司法書士総合相談センター

072-258-5581
0725-23-1111
072-439-5023
072-622-6631
072-922-1181
072-751-3344
072-843-5151
072-331-0291
072-721-1300
072-871-6511

06-6364-1248
06-6943-6099

堺市立消費生活センター

法テラスは、国が設立した公的な法人です。全国の法テラス事務所では、
収入や資産が一定額以下であるなどの条件を満たした個人の方を対象に
無料法律相談を実施しています。

【月〜金９：00 〜 17：00】

072-258-6706
072-363-9311
072-221-7146

能勢町地域振興課
豊能町住民部住民人権課消費生活コーナー
池田市立消費生活センター【月〜金９：30 〜 16：00】
箕面市市民サービス政策室

072-734-3976
072-739-3402
072-753-5555
072-724-6723

豊中市立生活情報センターくらしかん

06-6858-6656

茨木市
高槻市
島本町
吹田市
摂津市
枚方市
交野市
寝屋川市
守口市

茨木市消費生活センター

門真市

門真市市民文化部産業振興課

072-624-1999
072-674-7767
075-963-2180
06-6385-8181
06-6383-2666
072-861-2006
072-891-5003
072-828-0397
06-6992-1490

四條畷市

四條畷市消費生活センター【月・火・水・金 10：00 〜 16：00】
なわて生活サポート相談
【月〜金 ９：30 〜 16：30】

大東市
東大阪市
八尾市

大東市消費生活センター
東大阪市生活さいけん相談室
八尾市経済環境部産業政策課消費生活係（消費生活センター）

能勢町
豊能町
池田市
箕面市
豊中市

柏原市
松原市
羽曳野市
藤井寺市
太子町
河南町
千早赤阪村
富田林市
大阪狭山市
河内長野市
和泉市
高石市
泉大津市
忠岡町
岸和田市
貝塚市
熊取町

■ 法テラスについて ■

06-6614-0999

堺市堺区企画総務課（無料法律相談：予約制）

【火・木13：00 〜 16：00】

※お近くの市区町村･関係機関等の相談窓口の
連絡先を案内します。

東大阪

堺市

大阪市消費者センター

【月〜土（日・祝及び12月29日〜翌年1月3日を除く）
10：00 〜 17：00】

0570-078374

消費者ホットライン

商工会議所

大阪市

泉佐野市
田尻町
泉南市
阪南市
岬町

（市民協働部くらし支援課）

高槻市健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課くらしごとセンター
島本町消費者相談室
【月・水・金10：00〜12：00】
吹田市市民総務室
摂津市消費生活相談ルーム（産業振興課内）
枚方市市長公室広聴相談課市民相談コーナー
交野市消費生活センター
寝屋川市立消費生活センター
守口市地域振興課
門真市消費生活センター
【月〜金 ９：30 〜 16：30】

柏原市消費生活センター

【月・火・木・金

10：30 〜 16：00】

06-6902-7249
072-877-2121
072-870-0492
06-4309-3182
072-924-8531
072-972-1554

072-337-3112
072-947-3715
藤井寺市消費生活センター
072-939-1320
太子町まちづくり推進部観光産業課
0721-98-5521
河南町まち創造部環境・まちづくり推進課
0721-93-2500（内282）
千早赤阪村観光・産業振興課
0721-72-0081
富田林市都市魅力課
0721-25-1000
大阪狭山市消費生活センター
072-366-2400
河内長野市自治協働課
（無料法律相談）
【水13：00 〜 16：00】
等 0721-53-1111
和泉市くらしサポートセンター
（市民相談）
0725-99-8100
高石市消費生活センター
072-267-5501
泉大津市消費生活センター
0725-33-1131
泉大津市市民生活応援窓口
0725-33-9254
忠岡町消費生活相談【火・金13:00 〜 16:00】
0725-22-1122
松原市市民生活部産業振興課
羽曳野市消費生活センター

岸和田市総合政策部広報広聴課

無料法律相談
【木・金13:00 〜 17:00】
司法書士相談
【毎月第1・3水13:00 〜 15:00】

072-423-9403

貝塚市福祉部市民相談室
（貝塚市消費生活センター）

072-433-7085

熊取町消費生活センター

【月〜金13:00 〜 17:00
（受付は16:00）】

泉佐野市消費生活センター
田尻町産業振興課

【月・木
（ただし、火・水・金も電話等で対応可）】

泉南市消費生活センター
阪南市消費生活センター

【月・火・水・金13:00 〜 16:00
（受付は15:30）】

岬町産業観光促進課
【毎月第２金曜日】

072-452-6085
072-469-2240
072-466-5018
072-447-8099
072-471-5678
072-492-2749

