
長野県
窓口名

連絡先 026-225-9277

FAX 026-225-9278

URL http://www.nsjk.com/ E-mail jim1@nsjk.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-235-7339

FAX 026-235-7479

URL
http://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kensei/soshiki/soshiki
/kencho/kenchiku/index.html

E-mail kenchiku@pref.nagano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-224-5424

FAX 026-224-5066

URL https://www.city.nagano.nagano.jp E-mail jutaku@city.nagano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0263-32-0001

FAX 0263-36-6839

URL http://www.city.matsumoto.nagano.jp/ E-mail seikatu@city.matsumoto.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0268-23-5430

FAX 0268-28-8838

URL http://www.city.ueda.nagano.jp E-mail sido@city.ueda.nagano.jp

相談日時

備考

長野県住まいづくり推進協議会リフォーム部（事務局：一般社団法人長野県建築士事
務所協会）

住所
〒380-0936
長野県長野市岡田町124-1　長水建設会館　2Ｆ

平日（月曜日から金曜日）午前10時から午後4時

住宅（新築・増改築・リフォーム）・耐震診断に関する相談

長野県建設部建築住宅課

月～金曜日　８：３０～１７：１５（年末年始・祝休日を除く）

住宅の新築・増改築・リフォームなどに関する技術的な相談に応じます。

松本市地域づくり部市民相談課（住宅（設計）相談）

住所
〒390-8620
松本市丸の内3番7号

毎月第3水曜日　午後1時から午後3時（要予約、予約先電話番号0263-35-3302　長野県建築士事務所協
会）

住所
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

平日（月曜日から金曜日）午前8時30分から午後5時15分（祝日・年末年始は除く）

長野市建設部住宅課

住所
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町１６１３

住宅の建築、設計等に関すること

上田市都市建設部　建築指導課

住所
〒386-8601
上田市大手1丁目11番16号

月～金曜日　８：３０～１７：１５

住宅の新築・増改築・耐震診断・耐震改修などに関する技術的な相談を行っています。
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長野県
窓口名

連絡先 0266-23-4811（内線：1374)

FAX 0266-23-5400

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0265-22-4511（内線：3775～
3777)

FAX 0265-52-1133

URL http://www.city.iida.lg.jp/ E-mail chiikikeikaku@city.iida.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0266-52-4141（内線：269)

FAX 0266-52-8164

URL http://www.city.suwa.lg.jp/www/section/detail.jsp?id=89 E-mail tokei@city.suwa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-245-1400（内線：3520・3523)

FAX 026-248-9040

URL https://www.city.suzaka.nagano.jp/ E-mail
s-
machidukuri@city.suzaka.nagano.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-22-1700

FAX 0267-24-3570

URL http://www.city.komoro.lg.jp E-mail kenkan@city.komro.nagano.jp

相談日時

備考

岡谷市建設水道部　都市計画課　建築・住宅担当

住所
〒394-8510
岡谷市幸町８－１

平日８：３０～１７：１５

耐震診断、耐震改修に関すること。

飯田市　建設部　地域計画課　建築指導係

平日の８：３０～１７：１５

リフォームの技術的な相談・耐震診断・耐震改修・耐震シェルター設置等について受け付けております。

須坂市まちづくり推進部まちづくり課

住所
〒382-8511
須坂市大字須坂１５２８番地の１

平日（月曜日から金曜日）午前８時３０分から午後５時１５分（祝日、年末年始は除く）

住所
〒395-8501
飯田市大久保町2534

平日の8:30～17:15（土日祝日は休み）

・住宅の建築等に関すること
・旧耐震基準の住宅の耐震診断、耐震改修について
・建築、リフォーム、空き家等における各種補助金について
　（市産材利用、高年齢者住宅リフォーム、住宅建設資金利子補給、空家バンク制度など）

諏訪市　建設部　都市計画課　建築住宅係

住所
〒392-8511
諏訪市高島1丁目22番30号

小諸市建設水道部建設課

住所
〒384-8501
長野県小諸市相生町三丁目３番３号

月曜日から金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始を除く）
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長野県
窓口名

連絡先 0265-78-4111（内線：2523・2524)

FAX 0265-78-8100

URL http://www.inacity.jp/ E-mail tos@inacity.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-83-2111（内線：523・524)

FAX 0265-83-1278

URL http://www.city.komagane.nagano.jp/ E-mail toshi@city.komagane.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0269-22-2111（内線：273)

FAX 0269-22-5925

URL https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2016052500021/ E-mail toshikei@city.nakano.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0261-22-0420（内線：693・６９４・
６９５)

FAX 0261-23-5188

URL http://www.city.omachi.nagano.jp/ E-mail
KENSETSU@city.omachi.nagano.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0269-67-0740（内線：251・252)

FAX 0269-62-6221

URL http://www.city.iiyama.nagano.jp E-mail ijuteiju@city.iiyama.nagano.jp

相談日時

備考

伊那市　建設部　都市整備課

住所
〒396-8617
伊那市下新田３０５０番地

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

駒ヶ根市建設部都市計画課景観建築係

住宅の耐震化（耐震診断・耐震改修）促進事業補助制度に係わることについて随時受付しています。

大町市建設水道部建設課

住所
〒398-8601
大町市大町３８８７

月～金曜日　８：３０～１７：１５

住所
〒399-4192
駒ヶ根市赤須町２０番１号

　月～金曜日　　８：３０　～　１７：１５

●住宅相談（リフォーム・耐震）
●空家相談

中野市建設水道部都市計画課

住所
〒383-8614
中野市三好町一丁目３番１９号

住宅の建築等に関すること。
住宅の耐震診断・耐震補強・リフォーム補助制度に関すること。

飯山市　移住定住推進課

住所
〒389-2292
飯山市大字飯山1110-1

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
午前８時３０分から午後５時１５分まで
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長野県
窓口名

連絡先 0263-52-0280（内線：1129)

FAX 0263-52-0990

URL http://www.city.shiojiri.lg.jp/ E-mail kurasi@city.shiojiri.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0263-52-0280（内線：1293
1294)

FAX 0263-52-0310

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0263-88-8530

FAX 0263-88-5946

URL http://shiojiri-genki.com/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-62-6637

FAX 0267-63-7750

URL
http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jutaku/reformshien.ht
ml

E-mail kenchiku@city.saku.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
026-273-1111（内線：3212、
3213)

FAX 026-273-1517

URL http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2017071800017/ E-mail kensetu@city.chikuma.lg.jp

相談日時

備考

塩尻市　市民生活事業部　市民課　市民係、塩尻市消費生活センター

住所
〒399-0786
塩尻市大門７番町３番３号

月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）　
午前８時３０分～午後５時１５分

消費生活に関する相談

塩尻市　建設事業部　建築住宅課

月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

移住定住促進に係るリフォーム

佐久市　建設部　建築住宅課

住所
〒385-8501
佐久市中込３０５６　南棟１階

平日の８：３０～１７：１５（土日祝日は休み）

住所
〒399-0786
塩尻市大門７番町３番３号

月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

建築に関する相談

株式会社しおじり街元気カンパニー

住所
〒399-0736
塩尻市大門一番町12番12号　市民交流センター405

耐震診断、耐震改修及び断熱リフォーム補助金に関すること。

千曲市　建設部　建設課

住所
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

月～金（祝祭日を除く）
8:30～17:15

●三世代同居近居に関するリフォームの補助金、空き家対策（空き家対策係　内線3213）
●木造住宅耐震診断、耐震改修の補助金（建築監理係　内線3212）
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長野県
窓口名

連絡先 0268-64-5882（内線：1371・1372)

FAX 0268-64-5881

URL http://www.city.tomi.nagano.jp/ E-mail kensetsu@city.tomi.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0263-71-2245

FAX

URL http://www.city.azumino.nagano.jp/ E-mail
kenchikujuutaku@city.azumino.na
gano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-92-2525

FAX 0267-92-4335

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-97-2121

FAX 0267-97-2125

URL E-mail gyousei@vill.kawakami.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-78-2121

FAX 0267-78-2139

URL E-mail sinkou@vill.minamiaiki.nagano.jp

相談日時

備考

東御市都市整備部建設課住宅係

住所
〒389-0592
長野県東御市県２８１－２

月曜日から金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始を除く）

耐震診断、耐震改修などの相談に関すること。

安曇野市都市建設部建築住宅課住宅係

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで
１２時から１時までを除く

川上村総務課行政住民係

住所
〒384-1405
南佐久郡川上村大字大深山525

午前8時30分～午後5時15分
（土曜、日曜、祝日を除く）

住所
〒399-8281
長野県安曇野市豊科６０００

月～金曜日　８：３０～１７：１５

①耐震診断、耐震改修補助等に関することは建築住宅課（０２６３－７１－２２４５（直通））②架空請求・悪質
商法等のトラブルについての相談は消費生活センター（０２６３－７１－２１００（直通））にお問い合わせくださ
い。

小海町産業建設課

住所
〒384-1103
長野県南佐久郡小海町大字豊里５７－１

木造住宅の耐震診断、耐震改修に関する相談

南相木村役場振興課

住所
〒384-1211
南佐久郡南相木村３５２５番地１

８時３０分～１７時１５分（土日祝祭日除く）

5

http://www.city.tomi.nagano.jp/
http://www.city.azumino.nagano.jp/
http://www.koumi-town.jp/


長野県
窓口名

連絡先 0267-77-2111

FAX 0267-77-2879

URL http://vill.kitaaiki.nagano.jp/ E-mail
keizaikensetu@vill.kitaaiki.nagano
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-86-2542

FAX 0267-86-4935

URL E-mail kanri@town.sakuho.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-45-8540（内線：139)

FAX 0267-46-3165

URL http://www.town.karuizawa.lg.jp/ E-mail juumin@town.karuizawa.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-32-3129（内線：160)

FAX 0267-31-1711

URL http://www.town.miyota.nagano.jp/ E-mail miyota@town.miyota.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0267-88-8409（内線：265)

FAX 0267-56-2310

URL E-mail

相談日時

備考

北相木村経済建設課

住所
〒384-1201
長野県南佐久郡北相木村２７４４

８：３０～１７：１５（土日祝祭日等除く）

佐久穂町 建設課

平日8：30～17:15　（土日祝祭日等は除く）

架空請求・悪質リフォーム等の消費生活相談（住民課住民係）
住宅建設資金融資利子補給関係（住民課住民係）
多世代同居支援補助金関係（総合政策課企画調整係）

御代田町建設水道課都市計画係

住所
〒389-0292
北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地６

８時30分から17時15分まで（土日祝日は除く）

住所
〒384-0697
長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地

月～金曜日　８：３０～１７：１５

耐震改修に関する補助有り。
その他のリフォームに関する補助無し。

軽井沢町役場　住民課　住民係

住所
〒389-0192
軽井沢町大字長倉２３８１番地１

立科町建設課建設係

住所
〒384-2305
北佐久郡立科町大字芦田2532

平日8：30～17：15（土日祝祭日等は除く）

住宅の耐震診断・耐震改修に関する相談のみ
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長野県
窓口名

連絡先 0268-49-0111（内線：123)

FAX 0268-49-3670

URL http://www.vill.aoki.nagano.jp/ E-mail webmaster@vill.aoki.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0268-68-3111（内線：123・124)

FAX 0268-68-4011

URL http://www.town.nagawa.nagano.jp/ E-mail
shokokanko@town.nagawa.nagan
o.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0266-27-1111（内線：274)

FAX 0266-28-1511

URL http://www.town.shimosuwa.lg.jp E-mail syoukou@town.shimosuwa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0266-62-9217（内線：217)

FAX 0266-62-4481

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0266-79-7933（内線：244)

FAX 0266-79-5504

URL E-mail kankyo@vill.hara.lg.jp

相談日時

備考

青木村商工観光移住課

住所
〒386-1601
小県郡青木村大字田沢111

土日祝祭日年末年始除く平日
午前８時３０分～午後５時１５分

長和町産業振興課

平日の午前８時３０分～午後５時１５（土日祝日、年末年始を除く）

・減災設備等補助金に関すること
・空き家対策等補助金（リフォーム工事を含む）に関すること
・木造住宅の耐震改修に関する補助金は、建設水道課 都市整備係へ（内線２４５）

富士見町建設課　都市計画係

住所
〒399-0292
長野県諏訪郡富士見町落合１０７７７番地

平日の午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒386-0603
小県郡長和町古町４２４７－１

土日祝祭日年末年始除く平日
午前８時３０分～午後５時１５分

下諏訪町産業振興課　商工係兼移住定住促進室

住所
〒393-8501
長野県諏訪郡下諏訪町４６１３番地８

住宅リフォームの補助金について受け付けています。

原村建設水道課環境係

住所
〒391-0192
長野県諏訪郡原村6549-1

平日の8:30～17:15（土日祝日は休み）
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長野県
窓口名

連絡先 0266-41-1111（内線：2165)

FAX 0266-41-4651

URL http://www.town.tatsuno.lg.jp/jutakureform-hojokin.html E-mail kense-suido@town.tatsuno.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-79-3111（内線：231)

FAX 0265-79-0230

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-86-3111（内線：124.125)

FAX 0265-86-2051

URL http://www.town.iijima.lg.jp E-mail iiteijyuu@town.iijima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-72-2104（内線：156)

FAX 0265-73-9799

URL http://www.vill.minamiminowa.lg.jp/ E-mail
syoukou-
c@vill.minamiminowa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-88-3001（内線：41)

FAX 0265-88-3890

URL http://www.vill.nakagawa.nagano.jp E-mail
kankyo@vill.nagano-
nakagawa.lg.jp

相談日時

備考

辰野町　建設水道課

住所
〒399-0493
長野県上伊那郡辰野町中央1番地

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで
（土日・祝祭日および年末年始を除く）

箕輪町　企画振興課みのわの魅力発信室

役場開庁日　午前８時３０分～午後５時１５分

「飯島町住宅リフォーム支援補助金」の運用、補助金の申請手続き等についての御相談を承ります。なお、
耐震診断・耐震改修は、建設水道課、太陽光発電は住民税務課、障がい者向け住宅改修は、健康福祉課
が主管課となります。

南箕輪村産業課商工観光係

住所
〒399-4592
長野県上伊那郡南箕輪村４８２５番地１

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日、祝日および年末年始を除く）

住所
〒399-4695
上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地

平日午前８時３０分から午後５時１５分
（土日・祝日および年末年始を除く）

空き家のリフォームに関する補助制度について

飯島町　地域創造課　定住促進室

住所
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地

（１）住宅リフォーム補助金に関すること（２）耐震診断・耐震補強補助金は建設水道課（３）高齢者又は障が
い者にやさしい住宅改良促進事業補助金は健康福祉課（４）住宅用新エネルギー施設設置補助金および架
空請求・悪質商法等トラブルは住民環境課

中川村　住民税務課生活環境係

住所
〒399-3892
長野県上伊那郡中川村大草4045－1

平日（月～金曜日）８：30～17：15
（祝日、年末年始は除く）
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http://www.town.tatsuno.lg.jp/jutakureform-hojokin.html
https://www.town.minowa.lg.jp/
http://www.town.iijima.lg.jp/
http://www.vill.minamiminowa.lg.jp/
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/


長野県
窓口名

連絡先 0265-85-5864

FAX 0265-85-4725

URL http://www.vill.miyada.nagano.jp E-mail sangyo@vill.miyada.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-36-3111（内線：286)

FAX 0265-36-5091

URL https://www.town.matsukawa.lg.jp/ E-mail sangyou@town.matsukawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-35-9407

FAX 0265-35-8294

URL http://www.nagano-takamori.lg.jp E-mail
kensetsu@town.nagano-
takamori.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0260-22-4053（内線：66)

FAX 0260-22-2576

URL http://www.town.anan.nagano.jp/ E-mail kankyo@town.anan.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-43-2220

FAX 0265-43-2231

URL E-mail

相談日時

備考

宮田村産業振興推進室商工観光係

住所
〒399-4392
上伊那郡宮田村９８

開庁時（平日８：３０ー１７：１５）

宮田村住宅リフォーム補助金制度について

松川町産業観光課

午前８時３０分から午後５時１５分
（土・日・祝日及び１２月２９日から１月３日を除く）

①住宅リフォーム補助制度のご相談受付　②耐震診断・耐震補強補助金受付

阿南町　建設環境課

住所
〒399-1511
長野県下伊那郡阿南町東條５８－１

土・日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで

住所
〒399-3303
松川町元大島３８２３

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日及び１２月２９日～１月３日は受付を行いません。）

松川町住宅リフォーム補助制度のご相談を承ります。

高森町建設課庶務係

住所
〒399-3193
長野県下伊那郡高森町下市田2183-1

住宅リフォーム補助制度に関すること。

阿智村　地域経営課

住所
〒395-0303
下伊那郡阿智村駒場４８３

月～金曜日　８：３０～１７：１５
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http://www.vill.miyada.nagano.jp/
https://www.town.matsukawa.lg.jp/
http://www.nagano-takamori.lg.jp/
http://www.town.anan.nagano.jp/


長野県
窓口名

連絡先 0265-43-2220

FAX 0265-43-2351

URL https://www.vill.achi.lg.jp/ E-mail teijyu@vill.achi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-48-2211（内線：ー)

FAX 0265-48-2212

URL http://hirayamura.jp/ E-mail sanken@vill.hiraya.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0260-27-2311（内線：１１０)

FAX 0260-27-3536

URL https://www.vill-shimojo.jp/ E-mail sjkensetu@vill-shimojo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0260-28-2311

FAX 0260-28-2135

URL http://www.urugi.jp/ E-mail sangyo@urugi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0260-32-1022（内線：233)

FAX 0260-32-2525

URL E-mail

相談日時

備考

阿智村役場　協働活動推進課内　定住支援センター

住所
〒395-0303
長野県下伊那郡阿智村駒場483番地

月曜日から金曜日８時３０分～１７時１５分

平谷村　産業建設課

通年

売木村産業課

住所
〒399-1689
長野県下伊那郡売木村968-1

平日　８:３０～１７:１５

住所
〒395-0601
下伊那郡平谷村３５４

平日の午前9時から午後5時まで

下條村振興課建設係

住所
〒399-2101
下伊那郡下條村睦沢８８０１－１

天龍村建設課建設係　住宅新築・リフォーム相談窓口

住所
〒399-1201
長野県下伊那郡天龍村平岡878

受付時間:平日の8時30分～17:15分まで。
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https://www.vill.achi.lg.jp/
http://hirayamura.jp/
https://www.vill-shimojo.jp/
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長野県
窓口名

連絡先 0265-35-9056

FAX 0265-35-9065

URL
http://www.vill.nagano-
toyooka.lg.jp/10sangyou/02shougyou/reform-joseikin.html

E-mail
syokorinmu@vill.nagano-
toyooka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0265-39-2001（内線：237)

FAX 0265-39-2269

URL E-mail kanri@vill.ooshika.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0264-52-4804

FAX 0264-52-1038

URL http://www.town.agematsu.nagano.jp/ E-mail
syoukan@town.agematsu.nagano.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0264-57-2001（内線：168)

FAX 0264-57-2270

URL http://www.town.nagiso.nagano.jp/ E-mail
kankyoujuutaku@town.nagiso.nag
ano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0264-36-2001（内線：151)

FAX 0264-36-3344

URL http://www.vill.kiso.nagano.jp/ E-mail shoukou@kisomura.com

相談日時

備考

豊丘村　産業建設課　商工林務係

住所
〒399-3295
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３１２０番地

午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日除く）

大鹿村住民税務課

平日８：３０～１７：１５

南木曽町　建設環境課　環境住宅係

住所
〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書３６６８番地１

午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日を除く）

住所
〒399-3502
下伊那郡大鹿村大字大河原３５４番地

平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

上松町　産業観光課商工観光係

住所
〒399-5603
長野県木曽郡上松町駅前通り2-13

木祖村　産業振興課　商工観光係

住所
〒399-6201
長野県木曽郡木祖村大字薮原１１９１－１

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

村内施工業者によるエコリフォームについて、５０万円以上の工事につき１／１０（上限２０万円）の補助金あ
り。（事前申請必要）
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長野県
窓口名

連絡先 0264-48-2001（内線：41)

FAX 0264-48-2172

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0264-55-3080（内線：41)

FAX 0264-55-4134

URL http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/ E-mail jyutaku@vill.ookuwa.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0264-22-4285

FAX 0264-23-2121

URL http://www.town-kiso.com/ E-mail shouko@town-kiso.net

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0263-67-3001（内線：140)

FAX 0263-67-3094

URL http://www.vill.omi.nagano.jp E-mail omisinko@vill.omi.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0263-98-3111

FAX 0263-98-3078

URL https://www.vill.yamagata.nagano.jp/ E-mail

相談日時

備考

王滝村役場総務課

住所
〒397-0201
長野県木曽郡王滝村３６２３

平日　午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

大桑村　住民課　生活環境係

平日　午前８時３０分～午後５時１５分
（土日、祝日を除く）

麻績村振興課

住所
〒399-7701
東筑摩郡麻績村麻３８３７

平日　午前８時３０分～午後５時１５分 
 （土日、祝日を除く）

住所
〒399-5503
木曽郡大桑村大字長野２７７８番地

午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日を除く）

木曽町　観光商工課　商工係

住所
〒397-8588
長野県木曽郡木曽町福島２３２６番地６

山形村役場

住所
〒390-1392
長野県東筑摩郡山形村2030-1

8：30～17：15（土日祝祭日除く）
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長野県
窓口名

連絡先 0263-99-4104（内線：307)

FAX 0263-99-2745

URL http://www.vill.asahi.nagano.jp/ E-mail sangyou@vill.asahi.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0263-66-2111

FAX 0263-66-3370

URL http://www.vill.chikuhoku.lg.jp E-mail kizai@vill.chikuhoku.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0261-62-3130（内線：172)

FAX 0261-62-9404

URL http://www.ikedamachi.net/ E-mail kensetsu@town.ikeda.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0261-62-3111（内線：212)

FAX 0261-62-9405

URL http://www.vill.matsukawa.nagano.jp E-mail soumu@vill.matsukawa.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0261-72-5000（内線：１１５２)

FAX 0261-72-7001

URL http://www.vill.hakuba.lg.jp/ E-mail kensetsu@vill.hakuba.lg.jp

相談日時

備考

朝日村産業振興課

住所
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地１

平日午前8時30分～午後5時15分

筑北村  企画財政課  企画係

平日　午前８時３０分から午後５時１５分

松川村総務課総務係

住所
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5

平日８：３０～１７：１５

住所
〒399-7501
長野県東筑摩郡筑北村西条４１９５

平日の午前８時３０分～午後５時１５分
（土日、祝祭日、年末年始は休み）

現在の補助金は、筑北村空き家改修事業補助金のみです。

池田町建設水道課建設管理係

住所
〒399-8696
北安曇郡池田町大字池田3203-6

白馬村役場建設課

住所
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城７０２５

平日８時３０分から１７時１５分まで
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長野県
窓口名

連絡先 0261-82-2585

FAX 0261-82-2232

URL http://www.vill.otari.nagano.jp E-mail kanko@vill.otari.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0268-82-3111（内線：174)

FAX 0268-82-3054

URL http://www.town.sakaki.nagano.jp E-mail kanri@town.sakaki.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-214-9105

FAX 026-247-3113

URL http://www.town.obuse.nagano.jp E-mail toshi@town.obuse.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-245-1100（内線：52)

FAX 026-248-0066

URL http://www.vill.takayama.nagano.jp/ E-mail kensui@vill.takayama.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0269-33-3114（内線：342)

FAX 0269-33-4527

URL http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/ E-mail kensetsu@town.yamanouchi.lg.jp

相談日時

備考

小谷村観光商工係

住所
〒399-9494
長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙１３１

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

坂城町建設課

毎月第３水曜日　午後２時～４時

事前予約が必要。　インターネット、ＦＡＸでも随時相談を受け付け。　住まいに関する全般的な相談

高山村　建設水道課

住所
〒382-8510
長野県上高井郡高山村大字高井４９７２

平日の8:30～17:15（土日祝日は休み）

住所
〒389-0692
長野県埴科郡坂城町大字坂城１００５０番地

土日曜祝日を除く平日午前8時30分～午後５時15分

小布施町　住まいづくり相談所

住所
〒381-0297
上高井郡小布施町大字小布施1491-2

山ノ内町　建設水道課　計画監理係

住所
〒381-0498
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

平日８時３０分～１７時１５分

耐震診断・耐震改修補助金（建設水道課計画監理係）
移住定住促進に係る改修等補助金（総務課移住定住推進室）
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長野県
窓口名

連絡先 0269-82-3111（内線：151)

FAX 0269-82-4121

URL http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/ E-mail nosonseibi@vill.kijimadaira.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0269-85-3113

FAX 0269-85-3803

URL E-mail iju@vill.nozawaonsen.naganbo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-255-6821

FAX 026-255-4470

URL https://www.town.shinano.lg.jp/docs/733.html E-mail kanri@town.shinano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-269-2323（内線：161)

FAX 026-269-3578

URL E-mail keizai@vill.ogawa.nagano.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 026-253-4766

FAX 026-253-6869

URL E-mail

相談日時

備考

木島平村建設課農村整備係

住所
〒389-2392
長野県下高井郡木島平村大字往郷９１４番地６

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

野沢温泉村役場　建設水道課　移住定住係

午前８時３０分～午後５時１５分
（土日、祝日、年末年始は除く）

耐震及び住宅リフォーム支援事業について

小川村建設経済課

住所
〒381-3302
長野県上水内郡小川村大字高府８８００番地８

土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒389-2592
長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817

土日祝祭日を除く、午前８時３０分より午後５時まで

信濃町　建設水道課

住所
〒389-1392
上水内郡信濃町大字柏原４２８‐２

飯綱町役場 建設水道課 建設係

住所
〒389-1201
長野県上水内郡飯綱町大字芋川１６０

月曜日〜金曜日（祝日、年末年始を除く）８時３０分〜１７時１５分
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長野県
窓口名

連絡先 0269-87-3113

FAX 0269-87-3083

URL E-mail teijyu@vill.sakae.nagano.jp

相談日時

備考

栄村産業建設課

住所
〒389-2792
下水内郡栄村大字北信３４３３番地

土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分

一般住宅の耐震診断・耐震補強・リフォーム補助制度に関すること。
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