
【東京都】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
（都内在住・

在勤・在学の

方） 

電話 
来所 
(来所相

談 は 中

止 に な

る 場 合

が あ り

ます) 

特別相談「多重債務１１０番」 
・相談員が相談内容を聞き取り、必要に応

じて法律専門家に引継ぎます。 
・法律専門家は、弁護士、司法書士、法テ

ラス、東京都生活再生相談窓口、カウン

セラーによる無料相談になります。 

9 月 29 日（水）、30日（木） 

午前９時～午後５時 
東京都消費生活総合センター 
 住  所：新宿区神楽河岸１－１  

セントラルプラザ１６階 
 電話番号：０３－３２３５－１１５５ 
※予約不要 
※多重債務に関するご相談は随時お受けしております。 
 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 東京都消費生活総合センター相談課 
 担当者    ： 斉藤・塩野崎 
 電話番号   ：０３－３２３５－９２９４ 
   



 

 

【東京都千代田区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 

 

・キャンペーン期間中の相談会開催予定 

対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 

一般消費者 

 

電話 

来所 

特別相談「多重債務１１０番」 

通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けます。 

９月 29 日（水）～30 日

（木） 

９時 00 分～16 時 30 分 

千代田区消費生活センター 

 住所：千代田区九段南１-６-17 千代田会館８階 

 電話番号：03-5211-4314（相談専用） 

 ※予約不要 

【お問い合わせ先】 

 担当部署   ： 千代田区地域振興部商工観光課 千代田区消費生活センター 

 担当者    ： 近藤 

 電話番号   ： 03-5211-4179（事務担当） 

 



 

 

【東京都中央区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月 29 日(水)、30 日

(木） 
午前９時～午後４時 

中央区消費生活センター 
 住所：中央区築地１－１－１ 
 電話番号：０３－３５４３－００８４ 
      ０３－３５４６－５７２７ 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 中央区区民部区民生活課消費生活係 
 担当者    ： 柳橋 俊作 
 電話番号   ： ０３－３５４６－５３０２ 
 
 



 

 

【東京都港区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 

電話 
特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員

が随時相談を受け付けております。 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、8 月 16 日現在、来所相談は中

止しています。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

午後 4 時 00 分 

港区立消費生活センター  
住  所：港区芝浦 1－16－1 

 電話番号：03－3456－6827 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター 
 担当者    ： 長田 孝志 
 電話番号   ： 03－3456－4159 
 



【東京都新宿区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
（区内在住・ 
在勤・在学者） 
 

電話 特別相談「多重債務 110 番」 
通常の電話相談において、相談員が随時相

談を受け付けております。 
 ※相談内容に応じて、当センターで実施

している弁護士による多重債務特別相

談（下記）をご案内します。 

9 月 29 日（水） 
9 月 30 日（木） 
いずれも 
電話:午前９時～午後５ 
時 

新宿区立新宿消費生活センター 
住所：新宿区新宿 5 丁目 18 番 21 号 
電話番号：03-5273-3830 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 新宿区文化観光産業部 消費生活就労支援課 消費生活就労支援係 
 担当者    ： 染谷 孝 
 電話番号   ：０３－５２７３－３８３４ 
 
・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
（区内在住・ 
在勤・在学者） 
 

電話 多重債務特別相談 
※当センターで実施している弁護士によ

る法律相談 
※新型コロナ感染症の収束状況によって

は面談方式に切替えます。 

9 月 28 日（火） 
10 月 26 日（火） 
11 月 30 日（火） 
12 月 28 日（火） 
いずれも 
午後 1 時～午後 4 時 

新宿区立新宿消費生活センター 
住所：新宿区新宿 5 丁目 18 番 21 号 
電話番号：03-5273-3830 
※予約制（事前に電話でご予約ください。） 
予約先：新宿区立新宿消費生活センター 
電話番号：03-5273-3830 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：新宿区文化観光産業部 消費生活就労支援課 消費生活就労支援係 
 担当者    ：染谷 孝 
 電話番号   ：０３－５２７３－３８３４ 
 



 

 

【東京都文京区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

午後 4 時 

文京区消費生活センター  
住  所：文京区春日 1-16-21 

 電話番号：03-5803-1106 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 文京区区民部経済課 消費生活センター 
 担当者    ： 髙橋 
 電話番号   ：03-5803-1105 
 
 



 

 

【東京都台東区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月２９日（水）、３０

日（木）午前９時～午後

４時 

台東区消費生活センター  
住  所：台東区東上野４－５－６ 

 電話番号：０３－５２４６－１１３３ 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 台東区 区民部 くらしの相談課 消費者担当 
 担当者    ： 小森 
 電話番号   ： ０３－５２４６－１１４４ 
 
 



 

 

【東京都墨田区】 キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

無料特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月２９日（水）・３０

日（木）午前９時～午後

４時３０分 

墨田区すみだ消費者センター 
住所：墨田区押上２－１２－７ セトル中之郷２Ｆ 
電話：０３－５６０８－１７７３ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 墨田区産業観光部産業振興課 すみだ消費者センター 
 担当者    ： 田中 由明 
 電話番号   ：０３－５６０８－１５１６ 
 
 



【東京都江東区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

午後 4 時 

江東区消費者センター 
 住  所 江東区扇橋 3 丁目 22 番 2 号  

パルシティ江東 2 階 
 電話番号：03－3647－9110 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：江東区地域振興部経済課 消費者センター 
 担当者    ： 三枝 
 電話番号   ：03-5683-0321 
 
 



 

 

【東京都品川区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談窓口において、相談員が随時

相談を受け付けております。 

９月２９日（水）、３０

日（木） 
午前９時～午後４時 

品川区消費者センター 
住所：品川区西品川１－２８－３中小企業センター４階 
電話番号：０３－６４２１－６１３７ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 品川区 地域振興部 商業・ものづくり課 消費者センター 
 担当者    ： 伊藤 
 電話番号   ：０３－６４２１－６１３６ 
 
 



【東京都目黒区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 特別相談「多重債務１１０番」 
通常の電話相談において、相談員が随

時受け付けます。 

9 月 29 日（水）、30 日（木）

午前 9 時 30 分～午後 4 時

30 分 

目黒区消費生活センター  
 電話番号：03－3711－1140 
 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 目黒区産業経済部 産業経済・消費生活課 消費生活センター 
 担当者    ： 會田 
 電話番号   ： 03-3711-1133 
 



【東京都大田区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 
無料の弁護士相談も実施。 
但し、弁護士相談は９月 30 日（木）の

午後のみの実施で、事前予約制。 

９月 29 日（水）、30 日

（木）各日午前９時～午

後４時 30 分 

大田区立消費者生活センター  
住  所：大田区蒲田５-13-26-101 

 電話番号：03-3736-7711（代表） 
       03-3736-0123（相談専用番号） 
※ 相談員への相談は予約不要 
但し、無料の弁護士相談は事前予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：大田区地域力推進部地域力推進課 消費者生活センター 
 担当者    ：餌打 一海 
 電話番号   ：03-3736-7711 
 
 



【東京都世田谷区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
 
 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
弁護士相談（面談）は事前予約制です。 
 
※通常の相談業務においても、相談員が多

重債務に関する相談を受け付けておりま

す。 
午前９時～午後４時３０分（平日） 
午前９時～午後３時３０分（土曜） 
電話番号：０３－３４１０－６５２２ 
 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 10 時～午後

4 時 

世田谷区消費生活センター 
住  所：世田谷区太子堂２丁目１６番７号 
予約電話番号：０３－３４１０－６５２１ 
※弁護士による相談は、予約制のため事前に電話でご予

約ください。（先着各日４名） 
 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 世田谷区経済産業部消費生活課 
 担当者    ： 橋本 雄太 
 電話番号   ： ０３－３４１０－６５２１ 
 
 
 



 

 

【東京都渋谷区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 電話 

面談 
特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けています。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

午後 4 時 

渋谷区立消費者センター 
住  所：渋谷区渋谷１－１２－５ 

電話番号：０３－３４０６－７６４４ 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：渋谷区区民部産業観光課  
 担当者    ： 太田 
 電話番号   ：０３－３４６３－１７６２ 
 
 



 

 

【東京都中野区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 

電話 
特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております（事前予

約により弁護士相談可）。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

午後 4 時（弁護士相談は

午後 2 時～午後 4 時） 

中野区消費生活センター  
住  所：中野区中野 4-8-1（中野区役所 1 階） 

 電話番号：03-3389-1191 
※予約不要（弁護士相談は事前予約制） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：中野区 区民部 区民文化国際課 中野区消費生活センター  
 担当者    ：知念 誠 
 電話番号   ：03-3389-1191 
 
 



 

 

【東京都杉並区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日(水)、30 日(木) 
午前 9 時 00 分～午後 4
時 00 分 

杉並区立消費生活センター  
住 所：杉並区天沼 3-19-16 ウェルファーム杉並 3 階 

 電話番号：03－3398－3121 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 杉並区区民生活部管理課消費者センター 
 担当者    ： 宮下 恵美 
 電話番号   ： 03-3398-3141 
 
 



【東京都豊島区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談窓口において、相談員が、 
随時 相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木） 
午前９時３０分～ 
   午後４時 

豊島区消費生活センター 
住  所：豊島区南池袋 2-45-1 4 階 
電話番号：03－3984－5515 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：豊島区消費生活センター 
 担当者    ：中澤  
 電話番号   ：03-4566-2416 
 
 
 
・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 弁護士による無料特別相談 10 月 28 日（木）、12 月

23 日（木） 
午後 2 時～午後 4 時 

豊島区消費生活センター  
住  所：豊島区南池袋 2-45-1 4 階 

 電話番号：03－3984－5515 
※ 予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：豊島区消費生活センター 
 担当者    ：中澤 
 電話番号   ：03-4566-2416 
 



 

 

【東京都北区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
（区内在住・

在勤・在学者） 

電話 特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日(水)、30 日(木) 
午前 9 時 30～午後 4 時 

北区消費生活センター 
住所：東京都北区王子 1-11-1 北とぴあ 11 階 
電話番号：03-5390-1142 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 北区産業振興課消費生活センター 
 担当者    ： 片桐 
 電話番号   ：03-5390-1239 
 
 



 

 

【東京都荒川区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が随

時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 8 時 30 分～

午後 4 時 30 分 

荒川区消費生活センター  
住  所：荒川区荒川 2－2－3 
電話番号：03－5604－7055（相談専用電話） 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 荒川区産業経済部産業振興課消費生活センター 
 担当者    ： 千葉 綾華 
 電話番号   ： 03－3802－4673 
 
 
・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 多重債務特別相談（弁護士相談） 
弁護士の先生をお呼びし、多重債務に 
関する相談を受け付けております。 
 

第２第４金曜日 
午前 9 時 00 分～正午 
期間中は 
9/10,9/24,10/8,10/22, 
11/12,11/26,12/10,12/24 

荒川区消費生活センター  
住  所：荒川区荒川 2－2－3 

 電話番号：03－5604－7055（相談専用電話） 
※ 要予約（電話にて事前予約の上、来庁相談） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 荒川区産業経済部産業振興課消費生活センター 
 担当者    ： 千葉 綾華 
 電話番号   ： 03‐3802‐4673  
 



 

 

【東京都板橋区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電 話

面談 
特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 
※まずはお電話をお願いします。 

９月２９日（水）、３０

日（木） 
午前９時～午後４時３

０分 

板橋区消費者センター 
住  所：板橋区板橋２－６５－６ 
板橋区情報処理センター７階 
電話番号：０３－３９６２－３５１１（相談専用） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 板橋区産業経済部くらしと観光課消費者センター 
 担当者    ： 小林 
 電話番号   ：０３－３５７９－２２６６ 
 
 



【東京都練馬区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 

電話 
特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前９時から午後

４時 30 分 

練馬区消費生活センター 
住所：練馬区石神井町 2-14-1 石神井公園区民交流セン

ター内 
相談専用：03-5910-4860 ※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：練馬区産業経済部経済課消費生活係 
 担当者    ： 吉見 
 電話番号   ： 03-5910-3089 
 
 



【東京都足立区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 特別相談「多重債務１１０番」 
事前予約制（９月１３日から先着順） 
弁護士から借金の整理についての指導

や助言を受けることができる。 

９月２９日（水）、３０

日（木）午後２時から午

後４時 
※相談員による指導や

助言については、午前９

時から午後４時４５分

で受付（事前予約不要） 

足立区消費者センター 
住所：足立区梅田 7-33-1 エル・ソフィア 2 階 
電話番号：03-3880-5380 
※事前予約必要（先着順） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 足立区産業経済部産業政策課消費者センター 
 担当者    ： 保坂 諒 
 電話番号   ：03-3880-5385 
 



 

 

【東京都葛飾区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

来所 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日(水)、30 日(木)
午前９時００分 
～午後１６時３０分 

葛飾区消費生活センター 
住所：葛飾区立石５－２７－１ウィメンズパル 
電話：０３‐５６９８‐２３１１ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：葛飾区 産業観光部 産業経済課 消費生活センター 
 担当者    ：鷹左右 
 電話番号   ：０３－５６９８－２３１６ 
 
 
 
・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

来所 「消費生活特別相談」 
弁護士による無料相談 
担当：弁護士 武田 香織  

9 月 18 日(金） 
午前１０時～午後３時 

葛飾区消費生活センター 
住所：葛飾区立石５－２７－１ウィメンズパル 
電話：０３‐５６９８‐２３１１ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 葛飾区 産業観光部 産業経済課 消費生活センター 
 担当者    ： 鷹左右  
 電話番号   ： ０３－５６９８－２３１６ 
 
 
 



 

 

・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

来所 「消費生活特別相談」 
弁護士による無料相談 
担当：弁護士 佐々木  

11 月 19 日(金） 
午前１０時～午後３時 

葛飾区消費生活センター 
住所：葛飾区立石５－２７－１ウィメンズパル 
電話：０３‐５６９８‐２３１１ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 葛飾区 産業観光部 産業経済課 消費生活センター 
 担当者    ： 鷹左右  
 電話番号   ： ０３－５６９８－２３１６ 
 



 

 

【東京都江戸川区】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
区内在住・在

勤・在学の一

般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時～午後 4
時 

江戸川区消費生活センター  
住  所：江戸川区松島 1 丁目 38－1 
電話番号：03－5662－7637 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 江戸川区生活振興部地域振興課消費者センター 
 担当者    ： 松井 
 電話番号   ： 03－5662－7635 
 
 



【東京都八王子市】 キャンペーン期間中の相談会等の予定 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面 談

電話 
特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月２９日（水）、３０

日（木） 
午前９時～午後４時 
３０分 

八王子市消費生活センター 
住所：八王子市東町 5-6 クリエイトホール地下 1 階 
電話番号：042-631-5455  ※予約不要 

【問い合わせ先】 
 担当部署   ： 八王子市市民部消費生活センター  
 担当者    ： 米山、小松 
 電話番号   ： 042-631-5456 
・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 特別相談「多重債務１１０番」 
弁護士による無料相談 

９月２９日（水）、３０

日（木） 
午後２時～午後４時 

八王子市消費生活センター 
住所：八王子市東町 5-6 クリエイトホール地下 1 階 

 
電話番号：042-631-5455  ※事前予約制 

【問い合わせ先】 
 担当部署   ：八王子市市民部消費生活センター 
 担当者    ：米山、小松 
 電話番号   ：042-631-5456 
 



 

 

【東京都立川市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口の中で、相談員が随時

相談を受け付けます。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9時～午後 4

時 

立川市消費生活センター 

住所：立川市曙町 2-36-2 

   立川市女性総合センター・アイム 5 階 

電話番号：042-528-6810 

※現在、電話相談のみ（来所相談は休止中） 

【問い合わせ先】 

 担当部署   ： 立川市市民生活部生活安全課消費生活センター係 

 担当者    ： 坂下、山田 

 電話番号   ： 042-528-6801 

 
 



【東京都武蔵野市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面 談

電話 
 

特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木） 
武蔵野市消費生活センター 
 住所：武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7 
    武蔵野商工会館 3 階 
 電話番号：0422-21-2971 
 ※来所相談の場合は事前予約必要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 武蔵野市市民部産業振興課消費生活係 武蔵野市消費生活センター 
 担当者    ： 阿部理惠子 
 電話番号   ： 0422-21-2972 
 
 



 

 

【東京都三鷹市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

原則と

して電

話対応

のみの

予定 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日
（木）午前 10 時～正午 
午後 1 時～4 時 

三鷹市消費者活動センター（三鷹市消費者相談室） 

場所：三鷹市下連雀３丁目 22番７号 

電話番号：0422-47-9042 

※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 三鷹市生活環境部生活経済課消費生活係 
 担当者    ： 林 
 電話番号   ：0422-43-7874 
 
 



 

 

【東京都青梅市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水） 
午前 9 時～正午 
9 月 30 日（木） 
午後 1 時～午後 4 時 

青梅市役所 
住  所：青梅市東青梅 1-11-1 
電話番号：0428-22-1111（内線 2312） 
※要予約 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 市民安全部 市民安全課 市民相談係 
 担当者    ： 渡辺 大貴 
 電話番号   ：0428-22-1111（内線 2312） 
 
 



 

 

【東京都府中市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 
面談 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談専用電話・受付窓口におい

て、相談員が随時相談を受け付けており

ます。 

９月２９日（水）、３０

日（木）午前１０時～午

後４時（正午～午後１時

除く） 

府中市消費生活センター 
住  所：府中市宮町１－１００ ル・シーニュ６階 
電話番号：０４２－３６０－３３１６ 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 府中市生活環境部産業振興課 府中市消費生活センター 
 担当者    ： 佐々木 政彦 
 電話番号   ：０４２－３６０－３３２０ 
 
 



 

 

【東京都昭島市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時～正午、

午後 1 時～午後 4 時 

昭島市消費生活センター 
住所：田中町 1-17-1 
電話番号：042-544-9399 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 昭島市市民部生活コミュニティ課 暮らしの安全係 
 担当者    ： 沖中 慶子 
 電話番号   ：042-544-4133 
 
 



【東京都調布市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 
来 所

（ 事

前 予

約制） 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前９時００分～

午後３時３０分 
（来所相談は３時まで

<事前予約制>） 

調布市消費生活センター  
住  所：調布市小島町 2-35-1 

 電話番号：042-481-7034 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 東京都調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課  
 担当者    ： 蛭間 
 電話番号   ： 042-481-7140 
 
 



【東京都町田市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

来所 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 00 分～

午後 16 時 00 分 

町田市消費生活センター 
住所：東京都町田市原町田 4 丁目 9 番 8 号町田市民フォ

ーラム 3 階（サウスフロントタワー町田） 
電話：042-722-0001 
※まずはお電話でご相談ください。 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 町田市市民部市民協働推進課消費生活センター 
 担当者    ： 麻績・池田 
 電話番号   ：042-725-8805 
 
 



 

 

【東京都小金井市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談

電話 
特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

令和３年９月２９日

（水）・３０日（木） 
午前９時３０分～午後

４時（午前１２時～午後

１時まで昼休み） 

小金井市消費生活相談室 
住所：小金井市前原町３－４１－１５ 小金井市役所第

２庁舎４階 
電話：０４２-３８７－９８３１ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 小金井市役所市民部経済課消費生活係 
 担当者    ： 木村 亜由美 
 電話番号   ：０４２-３８７－９８３１ 
 
 



 

 

【東京都小平市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月２９日(水)、 
３０日(木) 

午前９時～正午 
午後１時～午後４時 

小平市消費生活センター 
 住  所：小平市小川町２丁目１３３３番地 
 電話番号：042-346-9550 
 ※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 小平市市民課市民相談担当 
 担当者    ： 畠中  
 電話番号   ： 042-346-9607 
 
 



 

 

【東京都日野市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木） 
午前 9 時 30 分～午後 4
時 
（正午～午後 1 時を除

く） 

日野市消費生活センター 
住所：日野市日野本町１丁目６番地の２ 
日野市生活・保健センター内１階 
電話番号：042-581-3556 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 日野市企画部地域協働課 
 担当者    ： 中島 理絵 
 電話番号   ： 042-581-4112 
 
 
 



 

 

【東京都東村山市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面接 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けています。 

令和３年９月 29日（水）

及び９月 30 日（木）の

２日間（予定） 
午前９時～午後４時（※

正午～午後１時を除く） 

東村山市消費生活センター 
住所：東村山市本町１-２-３ 
電話番号：０４２-３９５－８３８３ 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：市民部市民相談・交流課 
 担当者    ： 田中 
 電話番号   ：０４２-３９３－５１１１（内線２５５２） 
 
 
 



 

 

【東京都国分寺市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 

事業者 

電話 

来所 

特別相談「多重債務 110 番」通常の相談受

付窓口において，相談員が随時相談を受け

付けております。 

９月 29 日（水），30 日

（木）午前９時 30 分～

12 時，午後１時～３時

30 分 

国分寺市消費生活相談室 

住所：国分寺市戸倉１－６－１ 

電話番号：042-325-0111（内 224） 

※予約不要 

【お問い合わせ先】 

 担当部署   ： 国分寺市市民生活部経済課 

 担当者    ： 栁澤・今枝 

 電話番号   ：042-325-0111（内 396） 

 
 



 

 

【東京都国立市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 電話 特別相談「多重債務１１０番」 

通常の消費生活相談窓口において、相談

員が随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 10 時～正午 
午後 1 時～4 時 

国立市消費生活センター  
住  所：国立市富士見台２－４７－１ 

 電話番号：０４２－５７６－３２０１ 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 生活環境部まちの振興課コミュニティ・市民連携係 
 担当者    ： 増田 隆一郎 
 電話番号   ：042-576-2111（内線 191） 
 



【東京都西東京市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 電 話

面 談 
特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月 29 日（水）、30 日

（木） 

午前 10 時～12 時 

午後１時～４時 

西東京市消費者センター 

住  所：西東京市南町５-６-13 田無第二庁舎５階 

電話番号：042-462-1100 

※面談の場合は要予約 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：西東京市生活文化スポーツ部協働コミュニティ課市民活動推進係 
 担当者    ：豊田・羽石・貫井 
 電話番号   ：042-420-2821 
 
 
 



【東京都福生市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 

事業者 

面談 

電話 

特別相談「多重債務１１０番」 

通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水） 

午前 10 時～正午、午後

１時～４時 

福生市消費者相談室 

住  所：福生市本町 18 番地 

 電話番号：042－551－1699 

※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：福生市 生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ 
 担当者    ：乙津 千菜美 
 電話番号   ：042－551－1699 
 
 



【東京都狛江市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月 29 日（水）、30 日

（木） 
午前９時～12 時、 
午後 13 時～15 時 

狛江市消費生活センター 
 住所：狛江市和泉本町 1-1-5 
 電話番号：03-3430-1111（内線 2229） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：狛江市市民生活部地域活性課地域振興係 
 担当者    ：小泉 
 電話番号   ：03-3430-1111（内線 2225） 
 
 



 

 

【東京都東大和市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時、相談を受け付ける。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 10 時～正午、

午後 1時～4 時 

東大和市消費生活センター 
 住  所：東京都東大和市中央 3-930 

 電話番号：042-563-2111（内線 1713）※予約優先 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 東大和市市民部地域振興課 東大和市消費生活センター 
 担当者    ： 佐藤 美子 
 電話番号   ： 042-563-2111（内線 1712） 
 
 



【東京都清瀬市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面接 
電話 

特別相談「多重債務 110 番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が 
随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 10 時～12
時、午後 1 時～4 時 

清瀬市消費生活センター 
住  所：清瀬市元町 1-4-17 
電話番号：042-495-6212 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 清瀬市元町 1-14-17 
 担当者    ： 高田 有子 
 電話番号   ： 042-495-6211 
 
 



【東京都東久留米市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話・面談（※新

型コロナウイル

ス感染症拡大の

状況により、変更

の可能性があり

ます。） 

特別相談「多重債務１１０

番」通常の消費者相談と同

様に、相談員が随時相談を

受け付けております。 
 

９月２９日（水）、３０日

（木）午前１０時００分

～午後４時００分 

東久留米市消費者センター 
住  所：東久留米市本町３－３－１生活文化課内 

 電話番号：０４２－４７３－４５０５ 
 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 東久留米市市民部生活文化課市民協働係 
 担当者    ： 塚田 
 電話番号   ：042-470-7738 
 
 



 

 

【東京都武蔵村山市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 
面談 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月２９日（水） 
午前９時３０分～午後

４時まで 

武蔵村山市消費生活センター 
住所：武蔵村山市本町一丁目１番地の１ 
電話番号：０４２－５６５－１１１１（内線１０８） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 武蔵村山市役所 協働推進部 協働推進課 
 担当者    ： 荻野 涼資 
 電話番号   ：０４２－５６５－１１１１（内線２４２） 
 
 



 

 

【東京都多摩市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月２９日（水）、３０

日（木）午前９時３０分

～午後４時 
※正午～午後１時を除

く 

多摩市消費生活センター 消費者相談室 
住所：多摩市永山１丁目５番地 ベルブ永山３階 
電話番号：０４２－３７４－９５９５ 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：多摩市くらしと文化部 コミュニティ・生活課 消費生活センター  
 担当者    ： 山下、遠藤、佐々井 
 電話番号   ：０４２－３３７－６６１０ 
 
 



 

 

【東京都稲城市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 

電話 

特別相談「多重債務１１０番」 

通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

午後 3 時 30 分（正午～

午後 1時までは除く） 

稲城市消費生活センター  

住  所：稲城市百村 2111 パルシステム生活協同組合 

     連合会稲城事務センター3階 

 電話番号：042－378－3738 

※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 稲城市産業文化スポーツ部市民協働課市民相談係 

 担当者    ： 市村・宮村 

 電話番号   ： 042-378-2111（内線 272） 
 
 



 

 

【東京都羽村市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

9 月 29 日（水）、30 日

（木）午前 9 時 30 分～

正午、午後１時～午後 3
時 30 分 

羽村市消費生活センター  
住  所：羽村市緑ヶ丘 5-1-30 

 電話番号：042-555-1111 内線 641 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 羽村市産業環境部産業振興課消費生活係 
 担当者    ： 武田 
 電話番号   ：042-555-1111 内線 640 
 
 



 

 

【東京都あきる野市】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 
電話 

特別相談「多重債務１１０番」 
通常の相談受付窓口において、相談員が

随時相談を受け付けております。 

９月３０日（木） 
午前９時～午後４時 
（正午～午後１時を除

く） 

あきる野市消費生活相談窓口 
住所：あきる野市二宮３５０番地 
電話番号：０４２－５５８－１１１１（代表） 
※予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： あきる野市環境経済部商工振興課  
 担当者    ： 宮城 登紀子 
 電話番号   ：０４２－５５８－１１１１（代表） 
 
 


