
奈良県
窓口名

連絡先 0742-34-4895（内線：4895)

FAX 0742-34-4825

URL http://www.city.nara.lg.jp E-mail sangyoseisaku@city.nara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-22-1101（内線：2051・2052)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-22-1101（内線：2751)

FAX

URL http://www.city.yamatotakada.nara.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0743-53-1151（内線：244)

FAX

URL
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/madoguchi/cons
umer/001064.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0743-53-1151（内線：646)

FAX

URL
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/city/home/00085
6.html

E-mail

相談日時

備考

住所
〒635-8511
大和高田市大字大中98番地4

月～金曜日の午前１０時～午後４時　※正午～午後１時を除く

予約制

住まいづくり相談窓口（住宅課）

住所
〒635-8511
大和高田市大字大中98番地4

奈良市消費生活センター（産業政策課）

住所
〒630-8580
奈良県奈良市二条大路南1-1-1

消費生活センター（市役所　北棟２階）
月～金曜日
午前９時～午後４時
（土・日・祝日・年末年始は休み）

大和高田市　消費生活センター

リフォ－ム業者との契約等に関する相談を受付ます。
※技術的な相談については、他の専門窓口を紹介します。

住宅相談窓口（入札検査課）

住所
〒639-1198
奈良県大和郡山市北郡山町248-4

毎月第３水曜日　午後１時３０分～（３月を除く）

申込受付　毎月第１水曜日～第２水曜日（３月を除く）
入札検査課窓口にて受付しています。（電話での申込みはできません。）
※紛争、訴訟等に関しましては、他の窓口等をご利用ください。


毎月４水曜日　午後１時～４時３０分　予約制
（毎月第１水曜日までに受付します。）

相談時間は、一人あたり４０分程度で、毎月４人までの相談を受付けします。住宅の技術的な相談となり、民
事に関わることは相談できません。

大和郡山市消費者センター

住所
〒639-1198
奈良県大和郡山市北郡山町248-4

月～金　９時～１６時
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奈良県
窓口名

連絡先 0743-63-1001（内線：770・785)

FAX

URL
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/shichoukoushitsu/siminn
kyoudousuisinnka/shouhiseikatsu_center/

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0743-63-1001（内線：308)

FAX 0743-63-4556

URL https://www.city.tenri.nara.jp/ E-mail kentiku@city.tenri.nara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0744-22-4001（内線：164)

FAX 0744-24-9717

URL
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5cb9301665909e
61bea4ed3b

E-mail jyutaku@city.kashihara.nara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0744-47-2360

FAX

URL
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c35249ef1a7f00
f31b1f13f

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0744-42-9111（内線：217)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒632-8555
奈良県天理市川原城町605

日時：毎月第４金曜日　午後１時～４時（要予約　４月は開催なし　祝日の場合は第３金曜日）
場所：市役所１階　１２２市民相談室

相談には予約が必要となります。また、内容により回答できない場合があります。事前にお問い合わせくださ
い。

住宅・建築無料相談会

住所
〒634-8586
奈良県橿原市八木町1-1-18

天理市消費生活センター

住所
〒632-8555
奈良県天理市川原城町605

天理市役所　地下1階　消費生活センター
月～金曜日　１０時～１２時　１２時４５分～１６時　（祝日・年末年始は休み）

天理市住宅相談（天理市建設部建築課）

消費生活相談では、”契約”や”解約”等の相談に対応しています。リフォームに係る”技術相談”や”耐震診
断・改修”等の相談には、別途専門の窓口を紹介します。

住宅相談窓口（営繕課）

住所
〒633-8585
奈良県桜井市粟殿４３２－１

６月・８月・１０月・１２月・２月の第３木曜日
午後１時から４時まで予約制とします。

相談対象者は市内に居住している方、市内に土地又は建物が有る方とし、専門の相談員により１回３件の
相談とします。

毎月第１火曜日　午後１時３０分～４時３０分
（第１火曜日が休日の場合は第２火曜日）

対象：　市内在住の方及び市内に土地又は家屋等を有する方（個人に限る）
申込：　開催日の７日前までに申込書を持参・郵送・FAXにて提出してください。
備考：　電話やメールによる相談、訴訟等に関する相談はできません。

橿原市消費生活センター

住所
〒634-0804
奈良県橿原市内膳町1-6-8

月～木　１０～１６時
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奈良県
窓口名

連絡先 0744-42-9111（内線：263、264)

FAX 0744-46-1782

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-62-3001（内線：562)

FAX 0745-62-5425

URL E-mail kenchiku@city.gose.nara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0743-73-0550

FAX 0743-73-0551

URL http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001605.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0743-74-1111（内線：564)

FAX 0743-74-9100

URL http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001812.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-69-3001（内線：1233)

FAX 0745-69-6456

URL http://www.city.katsuragi.nara.jp E-mail toshikei@city.katsuragi.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒639-2298
御所市1-3

月～金　８：３０～１７：１５

生駒市消費生活センター

住所
〒630-0257
奈良県生駒市元町１丁目６番１２号　生駒セイセイビル１Ｆ

桜井市消費生活相談室（市民協働課）

住所
〒633-8585
奈良県桜井市粟殿４３２－１

月～金　１０～１６時　（初回の受付は15時30分まで）

消費生活相談では、契約等に関する相談を受けています。

御所市産業建設部営繕課

内容：専門相談員による住宅に関する相談（リフォーム、耐震改修など）※敷地の境界、外構など建築物に
直接関係のないことは相談不可
対象：市内在住または市内に土地又は家屋等を有する方。
申込方法など：窓口・電話・申込フォームで。各回先着４名。

増改築・耐震相談窓口（都市計画課）

住所
〒639-2195
葛城市柿本166番地

毎月第1日曜日、午前9時～正午、場所：當麻文化会館
毎月第4土曜日、午後1時～5時、場所：中央公民館

増改築や耐震に備えての相談

月～金　９時～１６時３０分（祝日を除く）

住宅相談（住宅政策室）

住所
〒630-0288
生駒市東新町８－３８

毎月第３木曜日　午後１時から４時まで
相談時間は一人４０分です。
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奈良県
窓口名

連絡先 0745-48-2811（内線：2725)

FAX 0745-48-2302

URL http://www.city.katsuragi.nara.jp E-mail
syokou-
kankou@city.katsuragi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0743-85-0048

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-45-1017

FAX 0745-45-0211

URL
http://www.town.heguri.nara.jp/web/kurashi/soudan/soudan0
4.html

E-mail sangyo@town.heguri.nara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-43-7321

FAX 0745-73-6334

URL http://www.town.sango.nara.jp E-mail jumin@town.sango.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0745-74-1001（内線：163（住民
課）)

FAX

URL http://www.town.ikaruga.nara.jp/ E-mail

相談日時

備考

住所
〒630-2345
奈良県山辺郡山添村大字大西151番地

月～金（祝日除く）午前8時30分～午後5時15分

消費生活相談（観光産業課）

住所
〒636-8585
奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1

葛城市消費生活相談窓口（商工観光課）

住所
〒639-2197
葛城市長尾８５

毎週月曜日、午前１０時～正午・午後１時～午後４時、祝日の場合は翌日。
奇数月：葛城市役所新庄庁舎　偶数月：葛城市役所當麻庁舎

リフォームに関する消費者の苦情相談、紛争処理

山添村農林建設課

住宅リフォーム相談の専門窓口ではなく、消費者生活全般の窓口として開設しています。

斑鳩町消費生活相談（住民課）

住所
〒636-0198
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西３丁目７番１２号

毎週木曜日午後１時～４時　
ただし、第４木曜日は午前９時～正午、午後１時～４時

消費生活相談の範囲内での対応　
内容により他機関紹介で対応

月曜日　１０時～１６時　※受付は１５時まで

事前予約不要。電話での相談も可。

消費生活相談（住民福祉課）

住所
〒636-8535
奈良県生駒郡三郷町勢野西1-1-1

水曜日　１３時～１６時
第４水曜日　１０時～１２時、１３時～１６時
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奈良県
窓口名

連絡先 0745-44-2679

FAX 0745-44-4734

URL http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-43-3588

FAX 0745-43-0922

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0744-34-2085

FAX 0744-32-2977

URL http://www.town.tawaramoto.nara.jp/ E-mail mati@town.tawaramoto.nara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-55-1001（内線：１１８７)

FAX 0745-55-3617

URL https://www.town.koryo.nara.jp/ E-mail info@town.koryo.nara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0745-57-0200（内線：１９３)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒636-0213
奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９番地

毎月第２・第４火曜日　
13時～15時

住宅リフォーム相談の専門窓口ではなく、消費者生活全般の窓口として開設しています。

住宅無料相談会（観光・まちづくり推進課）

住所
〒636-0392
磯城郡田原本町890-1

川西町事業課

住所
〒636-0202
奈良県磯城郡川西町大字結崎28番地の1

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

住宅耐震診断および耐震改修に関する相談

消費生活相談（産業振興課）

耐震診断、耐震改修に関する相談：都市整備課
リフォームの助成について：地域振興課

河合町役場　地域活性課

住所
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部１－１－１

随時

８月・１０月・１２月・２月の第２水曜日　
午後１時３０分～４時３０分

広陵町

住所
〒635-8515
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷５８３番地１

午前８時３０分〜午後５時１５分（土日祝を除く)
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奈良県
窓口名

連絡先 0746-32-3081

FAX 0746-32-3507

URL http://www.town.yoshino.nara.jp E-mail cyoumin_kj@town.yoshino.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0747-52-5538

FAX 0747-52-5504

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0747-52-0001（内線：134)

FAX 0747-52-0007

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0747-62-2031

FAX 0747-62-2569

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0747-63-0321（内線：130)

FAX 0747-63-0329

URL http://www.vill.tenkawa.nara.jp/ E-mail

相談日時

備考

住所
〒638-8501
吉野郡大淀町桧垣本２０９０

毎週木曜日１３時～１６時（大淀町では１～３月の間）
※相談場所は次の順で輪番制
①川上村役場（４～６月）②吉野町役場（７～９月）③下市町役場（１０～１２月）④大淀町役場（１～３月）

吉野郡消費者生活実践連絡協議会

住所
〒638-8510
吉野郡下市町大字下市1960

吉野郡消費者生活実践連絡協議会

住所
〒639-3192
奈良県吉野郡吉野町大字上市80-1

毎週木曜日１３～１６時　※相談場所は次の順序で交替制，①川上村役場（４～６月），②吉野町役場（７～９
月），③下市町役場（１０～１２月），④大淀町役場（１～３月）

吉野郡消費者生活相談

消費生活相談の範囲内での対応

住宅リフォーム相談窓口（産業建設課）

住所
〒638-0392
奈良県吉野郡天川村沢谷６０

担当者在庁時ならいつでも

毎週木曜日　13時～16時（下市町では10～12月の間）
※相談場所は次の順で輪番制
①川上村役場（4～6月）②吉野町役場（7～9月）③下市町役場（10～12月）④大淀町役場（1～3月）

住宅リフォーム相談の専門窓口ではなく、消費生活全般の窓口として開設しています。

吉野郡消費者生活実践連絡協議会

住所
〒638-0292
奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地

毎週火曜日　１３～１６時
※相談場所は次の順序で輪番制
①川上村役場（４～６月）②吉野町役場（７～９月）③下市町役場（１０～１２月）④大淀町役場（１～３月）
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奈良県
窓口名

連絡先 0746-52-0111（内線：62)

FAX 0746-52-0345

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0746-42-0441（内線：110・111・
122)

FAX 0746-42-0446

URL E-mail
tiikishinkou@vill.higashiyoshino.lg.
jp

相談日時

備考

住所
〒633-2492
奈良県吉野郡東吉野村大字小川９９番地

随時（午前９時～午後４時３０分）
※土曜日、日曜日、祝祭日は除く

吉野郡消費者生活実践連絡協議会

住所
〒639-3594
奈良県吉野郡川上村大字迫1335－7

毎週火曜日１３～１６時
※相談場所は次の順序で交替制
①川上村役場（４～６月），②吉野町役場（７～９月），③下市町役場（１０～１２月），④大淀町役場（１～３月）
※技術的な相談に関しては専門の窓口を紹介します。

東吉野村地域振興課
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	29奈良県

