
 

 

【山口県】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 弁護士無料法律相談 第１・３木曜日 山口県消費生活センター 

 住所：山口市滝町１－１ 
 電話番号：０８３－９２４－２４２１ 
 ※予約制（事前に上記まで御連絡ください） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 山口県環境生活部県民生活課 消費生活センター 
 担当者    ： 來見 
 電話番号   ： ０８３－９２４－２４２１ 
 
 
 
（宇部市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 

一般消費者 

面談 市民無料法律相談（弁護士） 
第１・３水曜日 
13:30～15:30 

宇部市役所１階 市民相談係 
 住  所：宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 
 電話番号：０８３６－３４－８１２６ 
 ※弁護士相談は事前予約制  詳しくは上記まで 
 ※司法書士相談は当日受付  お問い合わせください 

面談 市民無料法律相談（司法書士） 
第２・４水曜日 
9:00～11:00 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 宇部市市民活動課市民相談係 
 担当者    ： 小路（しょうじ） 
 電話番号   ：０８３６－３４－８１５９ 



 

 

（萩市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

面談 消費生活無料法律相談 第２金曜日 萩市消費生活センター 
住所：萩市大字江向 510 番地 
電話番号：0838-25-3373 
※予約制（事前に上記までご連絡ください） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 萩市市民部市民活動推進課 萩市消費生活センター 
 担当者    ： 大田 
 電話番号   ： ０８３８－２５－３３７３ 
 
 
 
（下松市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 弁護士無料法律相談 ①9 月 15 日 

9 時～12 時 
②11 月 17 日 

9 時～12 時 
③12 月 15 日 

13 時 30 分～16 時 30 分 

 開催場所：①②ほしらんどくだまつ（下松中央公民館） 
        下松市大手町 2－3－1 
       ③ 下松市役所 

下松市大手町 3－3－3 
 

 連 絡 先：TEL 0833－45－1827  ※予約制 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 下松市生活安全課 
 担当者    ： 橋本 
 電話番号   ： ０８３３‐４５‐１８２７ 
 
 



 

 

（田布施町） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 弁護士無料法律相談 偶数月の第 3 水曜日 

（午前 9 時～正午まで） 
田布施町役場 
 場所：田布施町大字下田布施 3440 番地 1 
 電話番号：0820-52-5811 
 ＊予約制（事前に上記までご連絡ください。） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 田布施町役場 町民福祉課 住民係  
 電話番号   ： 0820-52-5811 
 
 
 



 

 

・その他の取組み（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 

広報 ラジオや広報誌でキャンペーン及び無料

相談をＰＲ 
９月～１２月  

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 山口県環境生活部県民生活課 消費生活センター 
 担当者    ： 來見 
 電話番号   ： ０８３－９２４－２４２１ 
 
 
（宇部市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 メールマガジン 消費生活メールマガジン臨時号を発行 １１月  
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 宇部市市民活動課市民相談係 
 担当者    ： 小路（しょうじ） 
 電話番号   ：０８３６－３４－８１５９ 
 
 
（萩市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

広報 広報誌で消費生活無料法律相談をＰＲ ９月～１２月  

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 
 担当者    ： 
 電話番号   ： 



 

 

（柳井市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

ｹｰﾌﾞﾙ

ﾃ ﾚ ﾋ ﾞ

啓発 

地元ケーブルテレビで５分間番組を制作

放映（過払い相談） 
12/1～12/31  

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：山口県柳井市経済部商工観光課（柳井地区広域消費生活センター） 
 担当者    ：礒部理子 
 電話番号   ：0820-22-2111（内線 363） 
 
 
（美祢市） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

広報 市の広報にキャンペーンについて掲載 11 月号  

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：美祢市観光商工部商工労働課 
 担当者    ：杉山 
 電話番号   ：0837-52-5224 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

（阿武町） 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

無線 防災無線で多重債務相談について案内 10 月～12 月で適時  

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：まちづくり推進課 
 担当者    ：桂 
 電話番号   ：０８３８８－２－３１１１ 
 


