
新潟県
窓口名

連絡先 025-280-5442

FAX 025-285-6840

URL http://www.pref.niigata.lg.jp/ E-mail ngt160030@pref.niigata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-226-2833（内線：32833)

FAX 025-229-5190

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-226-2815（内線：32815)

FAX 025-229-5190

URL http://www.city.niigata.lg.jp/ E-mail jukankyo@city.niigata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0258-39-2265

FAX 0258-39-2270

URL http://www.city.nagaoka.niigata.jp/ E-mail toshisei@city.nagaoka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0256-34-5727

FAX 0256-32-6677

URL https://www.city.sanjo.niigata.jp/ E-mail kenchikuka@city.sanjo.niigata.jp

相談日時

備考

新潟県土木部都市局建築住宅課街並み推進係

住所
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町４－１

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

新潟市建築部建築行政課

月曜～金曜　午前８時３０分から午後５時３０分まで
（祝祭日、年末年始を除く）

住まいの各種リフォーム助成事業の相談・受付・交付
※令和２年５月７日からふるまち庁舎へ移転しています。

長岡市都市整備部　都市政策課

住所
〒940-0062
新潟県長岡市大手通２丁目６番地　フェニックス大手イースト
内　大手通庁舎

月曜～金曜　午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階

毎月第２火曜日　午前９時３０分～１２時００分

住宅の新築や増改築、耐震化、リフォームの際のアドバイス、公的融資制度の紹介等
※令和２年５月７日からふるまち庁舎へ移転しています。

新潟市建築部住環境政策課

住所
〒951-8554
新潟市中央区古町通７番町１０１０番地　古町ルフル６階

三条市建設部建築課

住所
〒955-8686
新潟県三条市旭町２－３－１

平日　午前８時３０分～午後５時１５分
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新潟県
窓口名

連絡先 0257-23-5111（内線：4303)

FAX 0257-23-5116

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-26-3557（内線：1766～9)

FAX 0254-26-3559

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0258-83-3514

FAX 0258-83-2789

URL http://www.city.ojiya.niigata.jp/ E-mail kensetu-kj@city.ojiya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0258-83-3514（内線：361～4)

FAX 0258-83-2789

URL
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kensetsu/jutaku-
reform.html

E-mail kensetu-kj@city.ojiya.niigata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0256-52-0080（内線：221)

FAX 0256-53-4690

URL http://www.city.kamo.niigata.jp/ E-mail kensetsu@city.kamo.niigata.jp

相談日時

備考

柏崎市都市整備部建築住宅課

住所
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町２－１

月曜～金曜　午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日・年末年始を除く）

新発田市建築課

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

小千谷市建設課　建築住宅係

住所
〒947-8501
新潟県小千谷市城内２－７－５

平日（月曜日～金曜日）　午前8時30分～午後5時15分

住所
〒957-0053
新潟県新発田市中央町５－２－１３

月曜～金曜　午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日、年末年始を除く）

小千谷市建設課　建築住宅係

住所
〒947-8501
新潟県小千谷市城内２－７－５

加茂市建設課

住所
〒959-1392
新潟県加茂市幸町２－３－５

平日８時３０分から１７時１５分まで

契約トラブル等に関する相談は商工観光課消費者生活相談窓口へ、バリアフリー化に関するリフォーム相
談は健康福祉課へ、お問い合わせください。
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新潟県
窓口名

連絡先 025-757-9935（内線：386・387)

FAX 025-752-4635

URL http://www.city.tokamachi.lg.jp/ E-mail t-toshi@city.tokamachi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0258-62-1700（内線：250)

FAX 0258-63-5775

URL http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ E-mail kensetsu@city.mitsuke.niigata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-53-2111（内線：5311)

FAX 0254-53-3840

URL http://www.city.murakami.lg.jp/ E-mail tokei-kj@city.murakami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0256-77-8282

FAX 0256-77-8568

URL https://www.city.tsubame.niigata.jp E-mail e_kenchiku@city.tsubame.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-552-1511（内線：2364)

FAX 025-552-8477

URL http://www.city.itoigawa.lg.jp E-mail kanri@city.itoigawa.lg.jp

相談日時

備考

十日町市建設部　都市計画課建築住宅係

住所
〒948-8501
新潟県十日町市千歳町３丁目３番地

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

見附市建設課

平日８：３０～１７：１５

不在の場合がありますので、来庁される際は、事前に日時を連絡いだだければ幸いです。

燕市　都市整備部　営繕建築課　建築指導係

住所
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田１９３４番地

祝日を除く月曜～金曜の午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒954-8686
新潟県見附市昭和町２－１－１

月曜日～金曜日　午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日、年末年始を除く）

村上市都市計画課建築住宅室

住所
〒958-8501
新潟県村上市三之町１－１

糸魚川市 産業部 建設課

住所
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮１丁目２番５号

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分まで（土曜、日曜、祝日は相談を行いません）

担当不在の事がありますので、来庁される際は事前に日時をご連絡ください。
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新潟県
窓口名

連絡先 0255-74-0026

FAX 0255-73-8206

URL http://www.city.myoko.niigata.jp/ E-mail kensetsu@city.myoko.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0250-43-3911（内線：347～349)

FAX 0250-41-0006

URL http://www.city.gosen.lg.jp E-mail tosei@city.gosen.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-520-5786

FAX 025-526-6112

URL http://www.city.joetsu.niigata.jp/ E-mail kenjuu@city.joetsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0250-61-2480

FAX 0250-61-2037

URL http://www.city.agano.niigata.jp/ E-mail toshikeikaku@city.agano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0259-67-7403（内線：469)

FAX 0259-63-3765

URL http://www.city.sado.niigata.jp/ E-mail u-jutakutoshi@city.sado.lg.jp

相談日時

備考

妙高市　建設課　建築住宅係

住所
〒944-8686
新潟県妙高市栄町５－１

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

リフォーム・耐震診断に関する相談を承ります。お気軽にご相談ください。

五泉市都市整備課

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日を除く）

阿賀野市建設課

住所
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町１０－１５

受付相談　午前８時３０分～午後５時まで
（土曜、日曜、祝日を除く）

住所
〒959-1692
新潟県五泉市太田１０９４－１

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。）

上越市都市整備部建築住宅課

住所
〒943-8601
新潟県上越市木田１丁目１番３号

佐渡市建設部建築住宅課　住宅・都市計画係

住所
〒952-1292
新潟県佐渡市千種２３２番地

受付時間：午前８時３０分から午後５時まで
　　　　　月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）
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新潟県
窓口名

連絡先 025-793-7991（内線：2375)

FAX 025-793-1016

URL http://www.city.uonuma.niigata.jp/ E-mail toshiseibi@city.uonuma.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-773-6662

FAX 025-772-8659

URL http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/ E-mail shisetsu@city.minamiuonuma.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-43-6111（内線：1212)

FAX 0254-43-4179

URL https://www.city.tainai.niigata.jp/ E-mail toshikei@city.tainai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-27-2111（内線：233)

FAX 0254-27-2119

URL http://www.town.seiro.niigata.jp/ E-mail furusato@town.seiro.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0256-94-1022

FAX 0256-94-1024

URL http://www.vill.yahiko.niigata.jp/ E-mail kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp

相談日時

備考

魚沼市産業経済部都市整備課　建築住宅係

住所
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島９１０

平日　午前８時３０分～午後５時１５分
（祝祭日、年末年始を除く）

南魚沼市建設部都市計画課

平日８：３０～１７：１５

聖籠町ふるさと整備課

住所
〒957-0192
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６３５－４

平日　８：３０～１７：１５

住所
〒949-6696
新潟県南魚沼市六日町１８０－１

月曜～金曜　午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日、年末年始を除く）

不在の場合がありますので、来庁される際は、事前に日時を連絡ください。

胎内市地域整備課都市計画建築係

住所
〒959-2693
新潟県胎内市新和町２番１０号

弥彦村建設企業課

住所
〒959-0392
新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２

平日　８：３０～１７：００
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新潟県
窓口名

連絡先 0256-57-6223（内線：234)

FAX 0256-57-3112

URL http://www.town.tagami.niigata.jp/ E-mail t2231@town.tagami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-92-5765

FAX 0254-92-5479

URL http://www.town.aga.niigata.jp/ E-mail kensetsu@town.aga.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0258-78-2296

FAX 0258-41-7322

URL http://www.town.izumozaki.niigata.jp/ E-mail koumu@town.izumozaki.niigata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-784-4852

FAX 025-780-6072

URL http://www.town.yuzawa.lg.jp/ E-mail kensetu@town.yuzawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 025-765-3116

FAX 025-765-4625

URL https://www.town.tsunan.niigata.jp/ E-mail

相談日時

備考

田上町役場地域整備課

住所
〒959-1503
新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田３０７０番地

月～金　ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

阿賀町役場　建設課　管理係

平日８時３０分から１７時１５分

湯沢町建設課

住所
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立３００

祝日と年末年始を除く月曜から金曜の午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川５８０番地

午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日・祝日、年末年始を除く）

出雲崎町建設課

住所
〒949-4392
新潟県三島郡出雲崎町大字川西１４０番地

津南町役場建設課

住所
〒949-8292
津南町大字下船渡戊585

平日8：30～17：00
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新潟県
窓口名

連絡先 0257-45-3919

FAX 0257-45-2818

URL http://www.vill.kariwa.niigata.jp E-mail kensetu@vill.kariwa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-64-1479

FAX 0254-64-0079

URL http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/ E-mail s-takashi@vill.sekikawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0254-55-2111

FAX 0254-55-2159

URL http://www.vill.awashimaura.lg.jp E-mail doboku@vill.awashimaura.lg.jp

相談日時

備考

刈羽村建設課

住所
〒945-0397
新潟県刈羽郡刈羽村大字割町新田２１５－１

平日　８時３０分から１７時１５分まで
（土日、祝祭日、年末年始を除く）

関川村建設課

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

住所
〒959-3292
新潟県岩船郡関川村大字下関９１２

月曜～金曜　午前８時３０分から午後５時１５分まで
（祝祭日、年末年始を除く）

粟島浦村産業振興課

住所
〒958-0061
新潟県岩船郡粟島浦村字日ノ見山１５１３－１１
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	15新潟県

