
群馬県
窓口名

連絡先
027-210-6634（内線：音声ガイダ
ンス3番)

FAX 027-223-9808

URL https://www.gunma-jkk.or.jp/consultation/ E-mail center@gunma-jkk.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 027-255-1333

FAX 027-255-1066

URL https://www.sekkei-gunma.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 027-898-6081

FAX 027-243-3512

URL http://www.city.maebashi.gunma.jp/ E-mail akiya@city.maebashi.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0277-46-1111（内線：（672・673）)

FAX 0277-46-2307

URL https://city.kiryu.lg.jp E-mail shido@city.kiryu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0270-27-2762

FAX 0270-25-6364

URL http://www.city.isesaki.lg.jp E-mail sido@city.isesaki.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒371-0846
群馬県前橋市元総社町2-23-7

土日祝日年末年始の休みを除く９：００～１１：３０、１３：００～１６：００

前橋市都市計画部建築住宅課

住所
〒371-8601
前橋市大手町二丁目１２－１

群馬県住宅供給公社　ぐんま住まいの相談センター

住所
〒371-0025
群馬県前橋市紅雲町一丁目7番12号

平日　8:30～17:15（水曜日のみ～19:15まで）
土曜日　9:30～15:30

一般社団法人群馬県建築士事務所協会

建築基準法、都市計画法、昭和５６年以前の木造住宅の耐震診断・耐震改修補助についてのご相談に対応
します。
それ以外の問題に関しては、「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

伊勢崎市建設部建築指導課

住所
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地

市役所業務日の８時３０分～１７時１５分

月～金(祭日を除く）の８：３０～１７：１５まで

桐生市　都市整備部　建築指導課

住所
〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1-1

市役所業務日の８時３０分～１７時１５分
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群馬県
窓口名

連絡先 0276-47-1955

FAX 0276-47-1887

URL E-mail 031200@mx.city.ota.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0276-47-1837

FAX 0276-47-1883

URL
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-002tosi-
kenchiku/index.html

E-mail 030400@mx.city.ota.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0278-23-2111（内線：4111、
4113、4114)

FAX 0278-24-5179

URL http://www.city.numata.gunma.jp/ E-mail keju@city.numata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0276-47-5156（内線：405)

FAX

URL E-mail
kenchiku@city.tatebayashi.gunma
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-22-2072

FAX 0279-22-2132

URL http://www.city.shibukawa.lg.jp E-mail ken-juu@city.shibukawa.gunma.jp

相談日時

備考

住所
〒373-8718
太田市浜町２－３５

月～金（祭日除く）８：３０～１７：１５

建築基準法、都市計画法、S56年以前の木造住宅の耐震診断・耐震改修補助についてのご相談に対応しま
す。
それ以外の問題に関しては、「ぐんま住まいの相談センター」および「住まいるダイヤル」を紹介しています。

沼田市役所　都市建設部　建築住宅課　営繕住宅係

住所
〒378-8501
群馬県沼田市下之町８８８番地

太田市 都市政策部 建築住宅課

住所
〒373-8718
太田市浜町2-35

月～金（祭日除く）９時～１７時まで

相談窓口として「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

太田市役所都市政策部建築指導課

相談窓口として「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

渋川市建設交通部建築住宅課

住所
〒377-8501
渋川市石原８０番地

市役所業務日の午前８時３０分から午後５時１５分

渋川市では、「ぐんま住まいの相談センター」をご紹介させていただいてます。

市役所業務日の午前８時３０分から午後５時１５分

館林市役所　都市建設部　建築課

住所
〒374-8501
群馬県館林市城町1-1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜・日曜・祝祭日及び年末年始を除きます。）
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群馬県
窓口名

連絡先 0274-62-1511（内線：1324・1325)

FAX 0274-62-0357

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先
027-382-1111（内線：1255、
1256、1257)

FAX 027-381-7020

URL https://www.city.annaka.lg.jp/ E-mail kennchiku@city.annaka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0277-76-1904（内線：202521)

FAX 0277-76-1951

URL http://www.city.midori.gunma.jp/ E-mail kensetsu@city.midori.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-54-2211（内線：233)

FAX 0279-54-8225

URL http://www.vill.shinto.gunma.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-54-3111（内線：176)

FAX 0279-54-8681

URL http://www.town.yoshioka.gunma.jp/ E-mail

相談日時

備考

住所
〒379-0192
安中市安中１－２３－１３

市役所業務日の午前８時３０分～午後５時１５分

安中市では、相談窓口として「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

みどり市　都市建設部　建設課　住宅政策係

住所
〒376-0192
みどり市大間々町大間々１５１１

富岡市建設水道部建築課

住所
〒370-2392
富岡市富岡１４６０－１

午前８時３０分から午後５時１５分まで
（土曜・日曜・祝祭日及び年末年始を除きます。）

富岡市では、「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

安中市 建設部 建築住宅課

相談内容につきましては、空き家のみとさせていただきます。

吉岡町建設課

住所
〒370-3692
群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田５６０番地

土日祝祭日を除く月曜日～金曜日　8時30分～17時15分

吉岡町では、相談窓口として「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除きます。）

みどり市では、「ぐんま住まいの相談センター」をご紹介いたします。

榛東村建設課

住所
〒370-3593
群馬県北群馬郡榛東村大字新井７９０番地１

8時30分から17時15分まで
（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く。）
相談に来庁される際は事前に電話にて連絡ください。

3

http://www.city.tomioka.lg.jp/
https://www.city.annaka.lg.jp/
http://www.city.midori.gunma.jp/
http://www.vill.shinto.gunma.jp/
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/


群馬県
窓口名

連絡先 0274-59-2111（内線：26)

FAX 0274-59-2470

URL http://www.uenomura.jp/ E-mail kikakuka@vill.ueno.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0274-64-8807（内線：４２７～４２
８)

FAX 0274-82-5766

URL http://www.town.shimonita.lg.jp E-mail kanri@town.shimonita.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0274-87-2011（内線：26)

FAX 0274-87-3628

URL http://www.nanmoku.ne.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0274-74-3131（内線：421・422)

FAX 0274-74-5813

URL http://www.town.kanra.lg.jp/ E-mail tosikei@town.kanra.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-26-7727

FAX 0279-75-6562

URL http://www.town.nakanojo.gunma.jp/ E-mail
kankoushoukou@town.nakanojo.g
unma.jp

相談日時

備考

住所
〒370-2601
甘楽郡下仁田町大字下仁田６８２

平日午前８時３０分～午後５時１５分

下仁田町では相談窓口として、「ぐんま住まいの相談センター」を紹介いたします。

南牧村　振興整備部　振興整備課

住所
〒370-2806
甘楽郡南牧村大字大日向１０９８番地

上野村振興課

住所
〒370-1614
上野村大字川和１１

午前８時１５分～午後５時１５分（土日、祝祭日、年末年始は除きます。）

下仁田町　建設水道課　管理係

甘楽町では、「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

中之条町観光商工課

住所
〒377-0494
吾妻郡中之条町大字中之条町１０９１

８時３０分～１７時１５分（土日祝祭日及び年末年始を除く）

町住宅リフォーム補助金交付事務のみ。

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜・日曜・祝祭日及び年末年始を除きます。

南牧村では「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

甘楽町　建設課　都市計画係

住所
〒370-2292
甘楽郡甘楽町大字小幡１6１番地１

８時３０分～１７時１５分（土日・祝祭日・年末年始を除く。）
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群馬県
窓口名

連絡先 0279-82-3010

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-82-1293

FAX 0279-97-3720

URL http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/ E-mail kankou@vill.tsumagoi.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-88-7184

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-63-2111（内線：52)

FAX 0279-63-2768

URL http://www.vill.takayama.gunma.jp/ E-mail juutaku@vill.takayama.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0279-68-2111（内線：2242)

FAX 0279-68-4900

URL https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp E-mail
machi@town.higashiagatsuma.gun
ma.jp

相談日時

備考

住所
〒377-1524
嬬恋村鎌原710-136

午前8:30から午後5:15

草津町役場　土木課

住所
〒377-1792
群馬県吾妻郡草津町大字草津２８番地

長野原町役場　建設課　管理国土調査係

住所
〒377-1392
吾妻郡長野原町大字長野原1340番地1

８時３０分～１７時１５分（土日祝祭日及び年末年始除く）

長野原町では「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

嬬恋村観光商工課

東吾妻町役場まちづくり推進課

住所
〒377-0892
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046

午前8時30分～午後5時15分（土日祝祭日及び年末年始を除く）

８時３０分～１７時１５分（土日祝祭日及び年末年始を除く）

「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

高山村役場　建設課　住宅係

住所
〒377-0792
群馬県吾妻郡高山村大字中山2856番地1

平日の8:30～17:15
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群馬県
窓口名

連絡先 0278-58-2114

FAX 0278-58-2110

URL E-mail nourin@vill.katashina.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0278-52-2111（内線：157)

FAX 0278-52-2333

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0278-24-5111

FAX 0278-24-5254

URL https://www.vill.showa.gunma.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0278-62-2111

FAX

URL http://www.town.minakami.gunma.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0270-64-7707

FAX 0270-65-2592

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

相談日時

備考

住所
〒378-0101
利根郡川場村大字谷地2390-2

平日8:30～17:15

昭和村　建設課

住所
〒379-1298
群馬県利根郡昭和村大字糸井388

片品村役場　農林建設課

住所
〒378-0498
群馬県利根郡片品村大字鎌田3967-3

平日8:30～17:15

川場村

玉村町都市建設課

住所
〒370-1192
群馬県佐波郡玉村町大字下新田201

８：３０～１７：１５（土日、祝祭日及び年末年始を除く）

玉村町では、「ぐんま住まいの相談センター」をご紹介いたします。

平日８時３０分～１７時１５分

昭和村では「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

みなかみ町

住所
〒379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑318

市役所業務日の８時３０分～１７時１５分
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群馬県
窓口名

連絡先 0276-82-6151（内線：603)

FAX 0276-82-2758

URL http://www.town.itakura.gunma.jp E-mail
k-keikaku@town.gunma-
itakura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0276-84-3111（内線：124)

FAX 0276-84-3114

URL https://www.town.meiwa.gunma.jp/ E-mail sangyo@town.meiwa.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0276-86-7003

FAX 0276-86-4361

URL http://www.town.chiyoda.gunma.jp/ E-mail toshikei@town.chiyoda.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0276-63-3111（内線：243)

FAX 0276-63-3921

URL https://www.town.oizumi.gunma.jp/ E-mail tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0276-47-5031

FAX 0276-89-0136

URL https://www.town.ora.gunma.jp E-mail urban@swan.town.ora.gunma.jp

相談日時

備考

住所
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜・日曜・祝祭日及び年末年始を除きます。）
※月曜日は午前８時３０分から午後７時１５分まで

明和町では「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

千代田町役場　都市整備課

住所
〒370-0598
邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1

板倉町都市建設課計画管理係

住所
〒374-0192
群馬県邑楽郡板倉町大字板倉2682番地1

午前8時30分～午後5時15分（土日、祝祭日及び年末年始を除く）

板倉町では、「ぐんま住まいの相談センター」をご紹介いたします。

明和町産業振興課

大泉町では「ぐんま住まいの相談センター」を紹介いたします。

邑楽町役場都市建設課

住所
〒370-0692
群馬県邑楽郡邑楽町大字中野２５７０－１

８：３０～１７：１５（土日祝祭日及び年末年始を除く）

邑楽町では相談窓口として「ぐんま住まいの相談センター」を紹介しています。

月～金(祭日を除く）の８：３０～１７：１５まで

千代田町では「ぐんま住まいの相談センター」を紹介いたします。

大泉町都市建設部都市整備課

住所
〒370-0595
群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号

午前８時３０分から午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く）
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