
福島県
窓口名

連絡先 0244-26-1223

FAX 0244-26-1334

URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-62-5337

FAX 0241-62-5340

URL
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/kentikujuutaku.ht
ml

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-24-5727（内線：335～337)

FAX 0241-24-5729

URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/ E-mail kitakata.ken@pref.fukushima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0246-24-6110（内線：349)

FAX 0246-24-6155

URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/ E-mail iwaki.ken@pref.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-521-2575

FAX 024-521-2849

URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41310a/ E-mail

相談日時

備考

福島県相双建設事務所建築住宅課

住所
〒975-0031
南相馬市原町区錦町１丁目３０番地

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

福島県南会津建設事務所建築住宅課

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

福島県いわき建設事務所建築住宅課

住所
〒970-8026
いわき市平字梅本１５番地

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

住所
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲４２７７番地の１

土日・祝祭日は除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

福島県喜多方建設事務所建築住宅課

住所
〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神６番地の３

福島県県北建設事務所建築住宅課

住所
〒960-8670
福島市杉妻町２番１６号（福島県庁北庁舎６階）

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５
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福島県
窓口名

連絡先 024-521-7529（内線：3678)

FAX 024-521-8049

URL
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/reformsoudan.ht
ml

E-mail
kenchikushidou@pref.fukushima.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-935-1462

FAX 024-935-1404

URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0242-29-5461

FAX

URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41340a/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-23-1636

FAX 0248-23-1504

URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-535-1111（内線：4173)

FAX 024-533-0026

URL http://www.city.fukushima.fukushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

福島県土木部建築指導課

住所
〒960-8670
福島市杉妻町2-16

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

福島県県中建設事務所建築住宅課

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

福島県県南建設事務所建築住宅課

住所
〒961-0971
白河市字昭和町269番地

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

住所
〒963-8540
郡山市麓山一丁目１番１号

土日・祝祭日を除く
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

福島県会津若松建設事務所建築住宅課

住所
〒965-8501
会津若松市追手町７番５号

福島市都市政策部住宅政策課

住所
〒960-8601
福島市五老内町３番１号

土日・祝祭日を除く8:30～12:00及び13:00～17:00

木造住宅に関する耐震診断や改修に係る相談及び助言
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福島県
窓口名

連絡先 0242-39-1307

FAX 0242-39-1454

URL http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp E-mail
kenchiku@tw.city.aizuwakamatsu.
fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-924-2371

FAX 024-938-2720

URL http://www.city.koriyama.lg.jp E-mail kentikusido@city.koriyama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0246-22-1178（内線：3358・3359)

FAX 0246-22-1291

URL http://www.city.iwaki.lg.jp/ E-mail sumaiseisaku@city.iwaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-22-1111（内線：2275)

FAX 0248-24-1854

URL http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/ E-mail
kenchiku@city.shirakawa.fukushi
ma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-88-9151

FAX 0248-73-4205

URL http://www.city.sukagawa.fukushima.jp E-mail kenchiku@city.sukagawa.lg.jp

相談日時

備考

会津若松市　建設部　建築住宅課

住所
〒965-8601
会津若松市東栄町３－４６

月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
　８：３０～１２：００
１３：００～１７：００

〇国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
〇リフォネット登録業者名簿の常備閲覧対応
〇県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介
〇耐震診断や改修に関する技術的な相談や助言

郡山市都市整備部開発建築指導課

午前８：３０～午後５：１５
（土日、祝日、年末年始は除く。）

・各種補助事業の担当窓口の案内
・建築士、建設業者、リフォームに関する情報提供窓口の案内。
・「安心事業者リスト」による地域の安心事業者を紹介。

福島県　白河市　建設部　建築住宅課

住所
〒961-8602
白河市八幡小路７－１

土日・祝祭日を除く　
（午前）午前８時３０分～午後０時００分
（午後）午後１時００分～午後５時１５分

住所
〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目２３番７号

受付時間：午前９時～１１時３０分／午後１時～４時３０分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

・建築基準法に関する相談　・パンフレットやチラシの常設　・耐震診断や改修に関する相談や助言

いわき市都市建設部住まい政策課

住所
〒970-8686
いわき市平字梅本２１

○国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布 
○トラブル防止のための事前の情報提供 
○県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介 
○耐震診断や耐震改修に関する相談対応や助言

須賀川市　建設部建築住宅課　指導企画係

住所
〒962-8601
須賀川市八幡町１３５番地

月曜日　～　金曜日（祝祭日を除く）
８：３０　～　１７：１５

●国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
●県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介
●耐震診断や耐震改修に関する相談対応や助言
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福島県
窓口名

連絡先 0241-24-5246（内線：261)

FAX 0241-25-7073

URL http://www.city.kitakata.fukushima.jp/ E-mail
toshiseibi@city.kitakata.fukushim
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0244-37-2178

FAX 0244-37-2251

URL http://www.city.soma.fukushima.jp/ E-mail
k-
kenchiku@city.soma.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0243-55-5133

FAX 0243-23-1197

URL http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ E-mail jutaku@city.nihonmatsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-82-1114（内線：2322)

FAX 0247-81-1210

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0244-24-5255（内線：232)

FAX 0244-24-6151

URL http://www.city.minamisoma.lg.jp/ E-mail
kenchikujutaku@city.minamisoma
.lg.jp

相談日時

備考

喜多方市建設部都市整備課

住所
〒966-8601
喜多方市字御清水東７２４４－２

月曜日～金曜日、８時３０分～１７時１５分（祝祭日を除く）

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布　・トラブル防止のための事前の情報提供　・リフォネット
登録業者名簿の常備・閲覧対応　・県相談窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介　・耐震
診断や改修に関する技術的な相談対応や助言他

相馬市建設部建築課

月曜日～金曜日（年末年始及び祝祭日を除く）８：３０～１７：１５

○国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布。
○トラブル防止の為の事前の情報提供。
○リフォネット登録業者名簿の閲覧。
○県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介。

田村市　建設部　都市計画課

住所
〒963-4393
田村市船引町船引字畑添７６番地２

月曜日から金曜日（祝祭日を除く）８：３０～１７：１５

住所
〒976-8601
相馬市中村字北町６３番地の３

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

○国や県から提供されたパンフレットやチラシを配布しています。
○トラブル防止のための事前の情報提供をしています。
○リフォネット登録業者名簿を閲覧できます。
○耐震診断や改修に関する技術的な相談も受付けています。

二本松市建設部建築住宅課

住所
〒964-8601
二本松市金色403番地1

相談窓口業務内容
○国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布○県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関
の紹介○耐震診断や改修に関する技術的な相談対応や助言

南相馬市建設部建築住宅課建築営繕係

住所
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目２７

土日・祝祭日を除く８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

国や県から提出されたパンフレットやチラシの配布。トラブル防止のための事前情報提供。リフォネット登録
業者名簿の常設・閲覧対応。県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介。消費者被害に関
する相談対応や助言。
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福島県
窓口名

連絡先 024-573-5064

FAX 024-573-5874

URL http://www.city.date.fukushima.jp/ E-mail kenchiku@city.date.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-573-5059

FAX 024-573-5874

URL http://www.city.fukushima-date.lg.jp E-mail sewer@city.fukushima-date.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0243-24-5393（内線：1158)

FAX 0243-34-3138

URL http://www.city.motomiya.lg.jp/ E-mail juutaku@city.motomiya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-582-2127

FAX

URL http://www.town.koori.fukushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 024-585-2972（内線：244)

FAX 024-585-2181

URL http://www.town.kunimi.fukushima.jp E-mail
kensetsu@town.kunimi.fukushima
.jp

相談日時

備考

伊達市建設部建築住宅課

住所
〒960-0692
伊達市保原町字舟橋180

月曜日～金曜日　8:30～17:00 （祝祭日を除く）

相談内容：
①国、県から提供されたパンフレット等の配布
②耐震診断・改修の相談

伊達市上下水道部下水道課

月曜～金曜（祝祭日を除く）8:30～17:15

○国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
○トラブル防止の為の事前の情報提供
○県窓口や住宅リフォーム処理支援センター等の他の機関の紹介

桑折町建設水道課

住所
〒969-1692
伊達郡桑折町大字谷地字道下２２番地７

月～金
８：３０～１７：１５
（祝祭日は除く）

住所
〒960-0692
伊達市保原町字舟橋１８０番地

月曜日～金曜日　8:30～17:15　(土日祝日を除く)

相談内容：
①排水設備等の設置について
②浄化槽設置整備事業補助金について

本宮市建設部建築住宅課住宅係

住所
〒969-1192
本宮市本宮字万世２１２番地

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介

国見町　建設課　管理係

住所
〒969-1792
伊達郡国見町大字藤田字一丁田二１番７

土日・祭日を除く８:３０～１２：００、１３：００～１７：００

○　国や県から提供されたバンフレットやチラシの配布
○　リフォネット登録業者名簿の常備・閲覧対応
○　県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の　紹介
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福島県
窓口名

連絡先 024-566-2111

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0243-48-3131（内線：252)

FAX 0243-48-4448

URL http://www.vill.otama.fukushima.jp/ E-mail
kensetsuka@vill.otama.fukushima
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-62-2116

FAX 0248-62-2144

URL http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/ E-mail
toshikensetsu@town.kagamiishi.lg
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-82-2110（内線：131～132)

FAX 0248-82-2477

URL http://www.vill.tenei.fukushima.jp/ E-mail kensetsuka@vill.tenei.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-69-1177

FAX 0241-69-1167

URL http://www.town.shimogo.fukushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

川俣町 建設水道課

住所
〒960-1492
福島県伊達郡川俣町字五百田30

受付時間　午前8時30分～12時00分／午後1時00分～5時15分　（土曜、日曜、祝祭日は受付を行いませ
ん。

安達郡大玉村建設課

月～金曜日（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布を行います。

岩瀬郡天栄村　建設課

住所
〒962-0592
岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑７８

平日午前９時から午後５時

住所
〒969-1392
安達郡大玉村玉井字星内70

土日・祝祭日を除く8：30～12：00　13：00～17：00

国・県から提供されたパンフレットやチラシの配布
県窓口や住宅リフォーム支援センター等、他の機関の紹介

鏡石町都市建設課　都市グループ

住所
〒969-0492
岩瀬郡鏡石町不時沼３４５番地

国や県から配布されたチラシ・パンフレットの配布

下郷町役場建設課

住所
〒969-5345
南会津郡下郷町大字塩生字大石１，０００番地

平日（月曜日～金曜日まで）　８：３０～１６：３０

■国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布■リフォネット登録業者名簿の常備・閲覧対応■県窓
口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の照会
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福島県
窓口名

連絡先 0241-75-2501（内線：143)

FAX 0241-75-2511

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-82-5270（内線：270)

FAX 0241-82-2845

URL https://www.town.tadami.lg.jp/ E-mail kensetsu@town.tadami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-62-6230（内線：368)

FAX 0241-62-1288

URL https://www.town.minamiaizu.lg.jp/ E-mail h-kensetu@minamiaizu.org

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-23-3261

FAX 0241-25-7358

URL http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/ E-mail
kensetsu01@vill.kitashiobara.fuku
shima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-45-4530

FAX 0241-45-2343

URL http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/ E-mail kanri@town.nishiaizu.fukushima.jp

相談日時

備考

檜枝岐村産業建設課

住所
〒967-0525
檜枝岐村字下ノ原８８０

月曜から金曜の９時から１７時まで（但し土日祝日は除く）

国・県から提供されたパンフレットやチラシの配布。トラブル防止のための事前情報提供。県窓口や住宅リ
フォーム支援センター等の他の機関の紹介。

只見町　農林建設課

平日　8：30～17：00

国・県から提供されたパンフレットやチラシの配布
県窓口や住宅リフォーム支援センター等、他の機関の紹介
消費者被害に関する相談対応や助言
トラブル発生時の相談対応や助言

北塩原村　建設課

住所
〒966-0485
福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作３１５１

毎週月曜日から金曜日（祝・祭日を除く）　午前８時３０分から午後５時まで

住所
〒968-0421
只見町大字只見字町下2591-30

受付時間午前９時～午前１２時／午後１時～午後４時（ただし土曜、日曜、祝祭日は除きます。）

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布。トラブル防止のための事前情報提供。県窓口や住宅リ
フォーム支援センター等の他の機関の紹介。

南会津町建設課

住所
〒967-8501
南会津町田島字後原甲3531-1

西会津町　建設水道課　管理係

住所
〒969-4495
福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙３３０８

平日　８：３０～１２：００　１３：００～１７：００

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
消費者被害に関する相談対応や助言
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福島県
窓口名

連絡先 0242-74-1218（内線：１６1)

FAX 0242-73-2115

URL http://www1.town.bandai.fukushima.jp/ E-mail
bandai-
kensetsu_g@town.bandai.fukushi
ma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0242-62-2118（内線：２７５・２７
６)

FAX 0242-62-5175

URL http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/ E-mail
toshi@town.inawashiro.fukushima
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0242-84-1506（内線：265)

FAX 0242-83-1365

URL https://www.town.aizubange.fukushima.jp E-mail
kensetsu_toshi@town.aizubange.f
ukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-27-8850（内線：143)

FAX 0241-27-3761

URL http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/ E-mail sangyo@vill.yugawa.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-42-2117（内線：37)

FAX 0241-42-3495

URL http://www.town.yanaizu.fukushima.jp E-mail
kensetsu@town.yanaizu.fukushim
a.jp

相談日時

備考

磐梯町　建設課　建設係

住所
〒969-3392
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋１８５５番地

午前９：００～午後５：００

猪苗代町　建設課　都市整備係

月曜日～金曜日 8：30～17：15（祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布、県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の
紹介

湯川村産業建設課建設係

住所
〒969-3593
河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18

土日・祝祭日を除く　8：30～12：00、13：00～17：00

住所
〒969-3123
福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００番地

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）８：３０～１７：１５

●国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布●リフォネット支援者名簿の閲覧●県窓口や住宅リ
フォーム支援センター等の他機関の紹介

会津坂下町建設課都市土木班

住所
〒969-6592
福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６６２番地

柳津町役場建設課建設係

住所
〒969-7201
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４

土日・祝祭日を除く8:30～12:00、13:00～17:15

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布。・リフォネット登録業者名簿の常備・閲覧対応。・県窓
口や住宅リフォーム支援センター等、他機関の紹介。
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福島県
窓口名

連絡先 0241-48-5566（内線：566)

FAX 0241-48-5544

URL http://www.town.mishima.fukushima.jp E-mail
sanken@town.mishima.fukushima.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-54-5311（内線：311)

FAX 0241-54-2600

URL http://www.town.kaneyama.fukushima.jp E-mail
kensetsu@town.kaneyama.fukush
ima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0241-57-2124

FAX 0241-42-7322

URL https://www.vill.showa.fukushima.jp/ E-mail kankou@showavill.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0242-55-1181（内線：380)

FAX 0242-55-1139

URL http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/ E-mail
kensetsu@town.aizumisato.fukus
hima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-25-1111（内線：353)

FAX 0248-25-2590

URL http://www.vill.nishigo.fukushima.jp E-mail
kensetsu@vill.nishigo.fukushima.j
p

相談日時

備考

三島町産業建設課産業建設係

住所
〒969-7511
福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350

平日:午前８時３０分～午後５時１５分

金山町建設課建設係

午前8時30分から午後5時15分
（土日・祝祭日を除く）

①国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
②村補助制度の案内(空き家に限る）

会津美里町　建設水道課

住所
〒969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地１番地

役場開庁日　午前8時30分から午後5時15分

住所
〒968-0011
大沼郡金山町大字川口字谷地393

８：３０～１７：００
（土日・祝祭日を除く）

①国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
②県窓口や住宅リフォーム支援センター等の相談窓口の紹介

昭和村産業建設課観光交流係

住所
〒968-0212
大沼郡昭和村大字喰丸字宮前1374番地

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布

西郷村建設課

住所
〒961-8501
西白河郡西郷村大字熊倉字折口原４０番地

午前８時３０分～正午、午後１時００分～午後５時１５分
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福島県
窓口名

連絡先 0248-53-2114（内線：111)

FAX 0248-53-2958

URL http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/index.html E-mail
kensetsu@vill.izumizaki.fukushim
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0248-52-3484（内線：530・334・
211)

FAX 0248-52-2170

URL http://www.vill-nakajima.jp/ E-mail kensetu@vill-nakajima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0248-42-2116（内線：328)

FAX 0248-44-2826

URL http://www.town.yabuki.fukushima.jp/ E-mail
toshiseibi@town.yabuki.fukushima
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-33-2114

FAX 0247-33-3715

URL http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ E-mail seibi@town.tanagura.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-46-4577

FAX 0247-46-3025

URL http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/ E-mail
jigyou-
g@town.yamatsuri.fukushima.jp

相談日時

備考

福島県西白河郡泉崎村役場　事業課建設水道係

住所
〒969-0101
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145

月曜日～金曜日８：３０～１７：００（祝祭日は除く）

①国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布②県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関
の紹介

中島村住宅リフォーム相談窓口

８：３０～１２：００
１３：００～１７：００
土日・祝祭日を除く

□国や県から提供されたパンフレットやチラシの配付
□県窓口や住宅リフォーム支援センター等の機関の紹介
□木造住宅の耐震診断・耐震改修に関する相談

棚倉町　整備課

住所
〒963-6192
東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野３３

８時３０分～正午、１３時～１７時
（土日・祝日・年末年始を除く）

住所
〒961-0192
福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西１１－１

月曜日～金曜日８：３０～１７：００（祝祭日を除く）

リフォームに関する相談（建設課）
消費者被害に関する相談（総務課）
高齢者世帯及び福祉関係に関する相談（保健福祉課）

矢吹町都市整備課

住所
〒969-0236
福島県西白河郡矢吹町一本木３５８番地８

●国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
●県窓口や住宅リフォーム・紛争処理支援センター等の機関の紹介
●木造住宅の耐震診断・耐震改修に関する相談

矢祭町事業課

住所
〒963-5192
東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６６

土、日、祝祭日を除く毎日午前9時～12時／午後1時〜5時まで

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布。消費者被害に関する相談対応や助言。
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福島県
窓口名

連絡先 0247-43-2117（内線：222)

FAX 0247-43-2122

URL http://www.town.hanawa.fukushima.jp/ E-mail seibi@town.hanawa.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-49-3114

FAX 0247-49-3363

URL http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/ E-mail tiiki@vill.samegawa.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-26-9131（内線：317)

FAX 0247-26-0360

URL http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/ E-mail
toshiseibi@town.ishikawa.fukushi
ma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0247-57-4626（内線：311・312・
313)

FAX 0247-57-3952

URL E-mail chiiki@vill.tamakawa.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-55-3116（内線：262)

FAX 0247-55-3246

URL https://www.vill.hirata.fukushima.jp/ E-mail
sangyoukensetsu@vill.hirata.fuku
shima.jp

相談日時

備考

福島県東白川郡塙町　まち整備課

住所
〒963-5492
福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

午前8時30分～12時、午後1時～5時15分（土日、祝祭日を除く）

国、県からの情報提供

鮫川村 地域整備課 建設係

午前８時３０分～午後５時００分
※ただし土日、祝祭日を除く

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
トラブル防止のための事前の情報提供
県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介
消費者被害に関する相談対応や助言

福島県玉川村役場地域整備課

住所
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9番地

月曜日～金曜日：8：30～17：00
※土曜日・日曜日・祝日は受付不可

住所
〒963-8401
福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿３９番地５

受付時間　午前８時３０分～午後５時００分
（年末年始・土曜・日曜・祝祭日は受付いたしません。）

・国、県から提供されたパンフレットやチラシの配布
・県窓口や住宅リフォーム支援センター等の機関の紹介

福島県石川町都市建設課都市整備係

住所
〒963-7893
石川町字長久保185-4

国や県からのパンフレットの配布・トラブル防止のための事前の情報提供・リフォネット登録業者名簿の常備
閲覧・県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介・消費者被害に関する相談対応や助言

福島県石川郡平田村産業建設課

住所
〒963-8292
福島県石川郡平田村大字永田字切田116

月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布 トラブル防止のための事前の情報提供 県窓口や住宅リ
フォーム支援センター等の他の機関の紹介 消費者被害に関する相談対応や助言 トラブル発生時の相談対
応や助言
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福島県
窓口名

連絡先 0247-36-1184（内線：231)

FAX 0247-36-2895

URL http://www.town.asakawa.fukushima.jp/ E-mail
kensetsusuidou@town.asakawa.f
ukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-53-4615

FAX 0247-53-3154

URL http://www.town.furudono.fukushima.jp E-mail
kanri@town.furudono.fukushima.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-62-2113（内線：315)

FAX 0247-62-3300

URL E-mail toshi@town.miharu.fukushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0247-72-6936

FAX 0247-72-3121

URL http://www.town.ono.fukushima.jp E-mail
tiikiseibika@town.ono.fukushima.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0240-27-4161

FAX 0240-27-4539

URL http://www.town.hirono.fukushima.jp E-mail
kensetsu@town.hirono.fukushima.
jp

相談日時

備考

浅川町建設水道課

住所
〒963-6292
福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１１２－１５

8：30～17：00
※ただし土日、祝祭日を除く

国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布

古殿町 地域整備課

月曜日～金曜日8:30～17:00（祝祭日を除く）

①国、県から提供されたパンフレット等の配布
②住宅リフォーム支援センター等の相談窓口の紹介

小野町　地域整備課

住所
〒963-3492
田村郡小野町大字小野新町字舘廻９２

月曜日～金曜日　８：３０～１７：００(祝祭日を除く)

住所
〒963-8304
石川郡古殿町大字松川字新桑原３１

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時

①国、県から提供されたパンフレット等の配布
②住宅リフォーム支援センター等の相談窓口の紹介

三春町建設課建築グループ

住所
〒963-7796
田村郡三春町字大町１－２

①国、県から提供されたパンフレットやチラシ等の配布
②住宅リフォーム支援センター等の相談窓口の紹介

広野町役場　建設課

住所
〒979-0402
双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５

月曜日～金曜日　午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分
（土曜、日曜、祝日は受付を行いません）

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
・県相談窓口や住宅リフォームセンター等の紹介
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福島県
窓口名

連絡先 0240-25-2111（内線：515)

FAX 0240-25-1234

URL https://www.town.naraha.lg.jp/ E-mail kenchiku-n@town.naraha.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0120-33-6466

FAX 0240-22-0899

URL http://www.tomioka-town.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0240-38-2117（内線：153)

FAX 0240-38-2116

URL E-mail doboku@vill.kawauchi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0240-23-7091

FAX 0240-23-7845

URL http://www.town.okuma.fukushima.jp E-mail
fukkoujigyo@town.okuma.fukushi
ma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0246-84-5209（内線：201)

FAX 0246-84-5212

URL http://www.town.futaba.fukushima.jp E-mail futaba@town.futaba.fukushima.jp

相談日時

備考

楢葉町建設課

住所
〒979-0696
双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６

９：００～１２：００及び１３：００～１７：００（ただし、土日、祝祭日、年末年始を除く）

①国、県から提供されたパンフレットやチラシの配布②県窓口や住宅リフォームセンター等他機関の紹介

富岡町都市整備課

土日・祝祭日を除く　8時30分から12時00分
　　　　　　　　　　　　　  13時00分から17時00分

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
・県窓口や住宅リフォームセンター等の他の機関紹介

大熊町復興事業課

住所
〒979-1306
福島県双葉郡大熊町大字大河原字南平1717

土日祝日を除く８：３０～１２：００及び１３：００～１７：００

住所
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚６２２－１

月曜日～金曜日　午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く）

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
・県相談窓口や住宅リフォームセンター等の紹介

福島県双葉郡川内村建設課

住所
〒979-1292
福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡１１番地２４

○国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布　
○県窓口や住宅リフォーム支援センター等の他の機関の紹介

双葉町建設課

住所
〒974-8212
いわき市東田町２丁目19‐4

8:30～17:15（土日、祝祭日を除く）

①国、県から提供されたパンフレット等の配布　②住宅リフォーム支援センター等の相談窓口の紹介
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福島県
窓口名

連絡先 0240-34-0232

FAX 0240-34-2145

URL https://www.town.namie.fukushima.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0240-29-2113

FAX 0240-29-2123

URL http://www.katsurao.org/ E-mail chiikiseibi@vill.katsurao.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0244-62-2113

FAX 0244-62-3194

URL http://www.shinchi-town.jp E-mail toshikei@town.shinchi.lp.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0244-42-1624

FAX 0244-42-1600

URL E-mail kensetsu@vill.iitate.fukushima.jp

相談日時

備考

浪江町住宅水道課住宅係

住所
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田７番地２

８：３０～１７：１５
※土日・祝日、年末年始を除く

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
・町補助制度の案内

葛尾村役場 地域振興課 地域整備係

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布。
・木造住宅の耐震診断・耐震改修に関する相談。

８：３０～１７：１５（土日、祝祭日を除く）

国、県から提供されたパンフレット、チラシの配布

飯舘村建設課

住所
〒960-1892
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580-1

土日・祝祭日を除く　９：００～１２：００／１３：００～１７：００

住所
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合１６

9:00～11:30、13:00～16:30
土日、祝祭日を除く

・国や県から提供されたパンフレットやチラシの配布
・県窓口や住宅リフォームセンター等他の機関の紹介

新地町都市計画課

住所
〒979-2792
相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田３０番地
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