多重債務者相談窓口のご案内

借金をどうにかしたいが、

借金返済のために

どうすればいいか分からない。

借金を繰り返している。

借金のために

借金の取立てが厳しく

家賃や授業料が払えない。

困っている。

四国財務局では、自らの収入で返済しきれないほどの借金を
抱えお悩みの方々からの相談に応じ、相談者の抱える借金の状
況等をお聞きするとともに、必要に応じ弁護士・司法書士など
の専門家に引き継ぎを行います。
相談対応が可能な時間、連絡先などは以下のとおりとなりま
す。お気軽に御相談下さい。
※相談内容は、秘密厳守いたします。

対応時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
９時～１２時 、１３時～１７時
専用ダイヤル：０８７-８３１-２１５５
ＦＡＸ：０８７-８６２-８７９８
香川県高松市中野町２６番１号
四国財務局 財務広報相談室

四国財務局

相談窓口（貸金業・多重債務） 【香川県】
（平成27年7月現在）

貸金業に関する照会・相談

債務に関する相談など

貸金業法の照会
貸金業者の登録確認、苦情・相談

多 重 債 務 な ど の 相 談

【財務局登録業者】
四国財務局 金融監督第２課

087-831-2131

【各県知事登録業者】
香川県 危機管理総局
くらし安全安心課

087-832-3175

協会加入業者への苦情・相談
日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051

ヤミ金融事犯の相談
各警察署の安全相談窓口及び
香川県警（警察総合相談センター）

四国財務局
多重債務者相談窓口

087-831-2155

香川県消費生活センター
多重債務・ヤミ金融専用

087-834-0008

香川県 東讃県民センター

0879-42-1200

〃 小豆県民センター

0879-62-2269

〃 中讃県民センター

0877-62-9600

〃

西讃県民センター

0875-25-5135

高松市 消費生活センター

087-839-2066

丸亀市 市民相談室

0877-35-8891

（公財）
日本クレジットカウンセリング協会

0570-031640

法

律

相

談

＃9110

香川県弁護士会
(法律相談センター）

087-822-3693

087-831-0110

香川県司法書士会
（司法書士総合相談センター）

087-821-5701

日本司法支援センター
香川地方事務所（法テラス香川）

050-3383-5570

※「多重債務などの相談窓口」は、県内の行政機関（国、県、市）に設置されているものを記載しています。

相談窓口（貸金業・多重債務） 【徳島県】
（平成27年7月現在）

貸金業に関する照会・相談

債務に関する相談など

貸金業法の照会
貸金業者の登録確認、苦情・相談

多 重 債 務 な ど の 相 談

【財務局登録業者】
四国財務局 徳島財務事務所
理財課

088-622-5181

【各県知事登録業者】
徳島県 商工労働観光部
企業支援課 金融担当

088-621-2354

協会加入業者への苦情・相談
日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051

ヤミ金融事犯の相談
各警察署の安全相談窓口及び
徳島県警（警察総合相談センター）

＃9110
088-653-9110

四国財務局
多重債務者相談窓口

087-831-2155

徳島県消費者情報センター

088-623-0110

徳島市 さわやか窓口相談室

088-621-5200

鳴門市 消費生活センター

088-686-3776

小松島市 消費生活センター

0885-38-6880

阿南市 消費生活センター

0884-24-3251

吉野川市 総務部総務課

0883-22-2231

美馬市 消費生活センター

0883-53-1541

三好市 分庁舎商工政策課

0883-72-7645

（公財）
日本クレジットカウンセリング協会

0570-031640

法

律

相

徳島弁護士会
(借金問題無料法律相談)
徳島県司法書士会
司法書士徳島総合相談センター
日本司法支援センター
徳島地方事務所（法テラス徳島）

談
088-652-5768
088-657-7191
050-3383-5575

※「多重債務などの相談窓口」は、県内の行政機関（国、県、市）に設置されているものを記載しています。

相談窓口（貸金業・多重債務） 【愛媛県】
（平成27年7月現在）

貸金業に関する照会・相談

債務に関する相談など

貸金業法の照会
貸金業者の登録確認、苦情・相談

多 重 債 務 な ど の 相 談

【財務局登録業者】
四国財務局 松山財務事務所
理財課

089-941-7185

【各県知事登録業者】
愛媛県 経済労働部 産業支援局
経営支援課

089-912-2480

協会加入業者への苦情・相談
日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051

ヤミ金融事犯の相談
各警察署の安全相談窓口及び
愛媛県警（警察総合相談室）

四国財務局
多重債務者相談窓口

087-831-2155

愛媛県 消費生活センター

089-925-3700

松山市 消費生活センター

089-948-6382

今治市 消費生活相談窓口

0898-36-1655

宇和島市 消費生活センター

0895-20-1075

八幡浜市 消費生活センター

0894-22-5971

新居浜市 消費生活センター

0897-65-1206

西条市 消費生活相談窓口

0897-52-1495

大洲市 消費生活センター

0893-24-1790

伊予市 消費者相談窓口

089-982-1289

四国中央市 市民くらしの相談課

0896-28-6143

西予市 消費生活センター

0894-62-1285

東温市 消費生活相談窓口

089-964-4400

（公財）
日本クレジットカウンセリング協会

0570-031640

法

律

相

談

＃9110

愛媛弁護士会 (法律相談センター)

089-941-6279

089-931-9110

愛媛県司法書士会
(総合相談センター)

089-941-1263

日本司法支援センター
愛媛地方事務所（法テラス愛媛）

050-3383-5580

※「多重債務などの相談窓口」は、県内の行政機関（国、県、市）に設置されているものを記載しています。

相談窓口（貸金業・多重債務） 【高知県】
（平成27年7月現在）

貸金業に関する照会・相談

債務に関する相談など

貸 金 業 法 の 照 会
貸金業者の登録確認、苦情・相談

多 重 債 務 な ど の 相 談

【財務局登録業者】
四国財務局 高知財務事務所
理財課

088-822-9177

【各県知事登録業者】
高知県 商工労働部 経営支援課 088-823-9905

協会加入業者への苦情・相談
日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051

ヤミ金融事犯の相談
各警察署の安全相談窓口及び
高知県警（警察総合相談室）

四国財務局
多重債務者相談窓口

087-831-2155

高知県立消費生活センター

088-824-0999

高知市 消費生活センター

088-823-9433

室戸市 商工観光深層水課

0887-22-5134

安芸市 商工観光水産課

0887-35-1011

南国市 消費生活センター

088-880-6205

土佐市 産業経済課

088-852-7679

須崎市 総務課

0889-42-3791

宿毛市 企画課

0880-63-1118

土佐清水市 観光商工課

0880-82-1212

四万十市 環境生活課

0880-35-4147

香南市 商工水産課

0887-57-7520

香美市 産業振興課

0887-53-1084

（公財）
日本クレジットカウンセリング協会

0570-031640

法

律

相

談

＃9110

高知弁護士会（法律相談センター）

088-822-4867

088-823-9110

高知県司法書士会
（総合相談センター）

088-825-3143

日本司法支援センター
高知地方事務所（法テラス高知）

050-3383-5577

※「多重債務などの相談窓口」は、県内の行政機関（国、県、市）に設置されているものを記載しています。

