
滋賀県
窓口名

連絡先 077-569-6501

FAX 077-569-6561

URL https://www.kokokusumai.jp/ E-mail sumakyo@zai-skj.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 077-528-2774

FAX 077-523-1505

URL http://www.city.otsu.lg.jp/ E-mail otsu1309@city.otsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-30-6125

FAX 0749-24-8517

URL http://www.city.hikone.shiga.jp/ E-mail
kenchikushido@ma.city.hikone.shi
ga.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-65-6533（内線：842214)

FAX 0749-65-6760

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0748-36-5544

FAX 0748-36-5595

URL
https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/kenchiku/taishina
subesutoburokkubei/index.html

E-mail 011201@city.omihachiman.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒522-8501
滋賀県彦根市元町４番２号

滋賀県土木交通部住宅課（委託先：湖国すまい・まちづくり推進協議会）

住所
〒525-0050
滋賀県草津市南草津３丁目１２番地６

月曜日〜金曜日（祝日、年末年始を除く）9:00-12:00 13:00-17:00

訪問販売、消費生活関連トラブル：滋賀県消費生活センター月曜日〜土曜日　(祝日・年末年始を除く)
9:15-16:00　
電話・面接相談　電話：0749-23-0999

大津市　都市計画部　建築指導課

住所
〒520-8575
大津市御陵町３番１号

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）９：００～１７：００

彦根市　都市建設部　建築指導課

「木造住宅耐震診断」「木造住宅耐震・バリアフリー改修」「ブロック塀等耐震対策」のみ
その他の相談は、専門職員不在のため相談先を紹介させて頂きます。

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８：３０～１７：１５

長浜市　都市建設部　住宅課

住所
〒526-8501
長浜市八幡東町６３２

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８：３０～１７：１５

専門職員不在のため相談先の紹介をさせていただきます。

近江八幡市　都市整備部　建築課

住所
〒523-8501
滋賀県近江八幡市桜宮町２３６

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）
８：３０～１７：１５
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滋賀県
窓口名

連絡先 077-561-2378

FAX 077-561-2486

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 077-582-1139

FAX 077-582-3284

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 077-551-0347（内線：2292)

FAX 077-552-7000

URL http://www.city.ritto.shiga.jp/ E-mail jyutaku@city.ritto.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0748-69-2188

FAX 0748-63-4087

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 077-587-6322

FAX 077-586-2176

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

相談日時

備考

住所
〒520-3088
滋賀県栗東市安養寺一丁目１３番３３号

草津市都市計画部建築政策課

住所
〒525-8588
草津市草津三丁目１３番３０号

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

守山市都市経済部建築課

住所
〒524-8585
守山市吉身二丁目5番22号

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８：３０～１７：１５

栗東市建設部住宅課

専門職員不在のため相談先の紹介をさせていただきます。

月曜日～金曜日（祝祭日は除く）８：３０～１７：１５

甲賀市産業経済部商工労政課

住所
〒528-8502
滋賀県甲賀市水口町水口６０５３番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８時３０分から１７時１５分まで

住宅リフォーム補助事業のみ
「木造住宅耐震診断」「木造住宅耐震・バリアフリー改修」等は建設部住宅建築課（0748-69-2213）まで

滋賀県野洲市都市建設部住宅課

住所
〒520-2395
滋賀県野洲市小篠原2100-1

月曜日～金曜日(祝日・年末年始除く）8:30～17:15
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滋賀県
窓口名

連絡先 0748-71-2349（内線：2516)

FAX 0748-72-7964

URL https://www.city.shiga-konan.lg.jp E-mail juutaku@city.shiga-konan.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0740-25-8571（内線：437)

FAX 0740-25-8572

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0748-24-5652

FAX 0748-24-5578

URL http://www.city.higashiomi.shiga.jp E-mail jyutaku@city.higashiomi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-53-5144

FAX 0749-53-5138

URL
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/doboku/toshi_keikaku/j
utaku/231.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0748-52-6567（内線：2224)

FAX 0748-52-2043

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

相談日時

備考

住所
〒527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町１０番５号

湖南市 建設経済部 土木建設課　住宅室

住所
〒520-3288
滋賀県湖南市中央一丁目1番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８：３０～１７：１５

「木造住宅耐震診断」「木造住宅耐震補強案作成」「木造住宅耐震改修」のみ。
その他の相談は、専門職員不在のため相談先を紹介させていただきます。

高島市都市整備部都市政策課

住所
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８：３０～１７：１５

東近江市都市整備部住宅課

「木造住宅耐震診断」「木造住宅耐震補強案作成」「木造住宅耐震改修・バリアフリー改修」等

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）８：３０～１７：１５

専門職員不在のため、相談先の紹介をさせていただきます。

米原市まち整備部都市計画課

住所
〒521-8501
米原市米原1016番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）の８：３０～１７：１５

「木造住宅耐震診断」「木造住宅耐震改修」のみ
その他の相談は、専門職員不在のため相談先を紹介させて頂きます。

日野町 建設計画課 都市計画担当

住所
〒529-1698
滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　８：３０～１７：１５

3

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/
http://www.city.takashima.lg.jp/
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/doboku/toshi_keikaku/jutaku/231.html
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/doboku/toshi_keikaku/jutaku/231.html
http://www.town.shiga-hino.lg.jp/


滋賀県
窓口名

連絡先 0748-58-3716

FAX 0748-58-2646

URL http://www.town.ryuoh.shiga.jp E-mail kensetsu@town.ryuoh.shiga.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-37-8052（内線：2132)

FAX 0749-37-4444

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-35-8121（内線：243)

FAX 0749-35-4575

URL http://www.town.toyosato.shiga.jp E-mail chiikiseibi@town.toyosato.shiga.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-38-5068（内線：319)

FAX 0749-38-5071

URL http://www.kouratown.jp/ E-mail kensui@town.koura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0749-48-8122（内線：1211)

FAX 0749-48-0157

URL http://www.town.taga.lg.jp/ E-mail kikaku@town.taga.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒529-1169
滋賀県犬上郡豊郷町石畑３７５番地

竜王町　建設計画課　管理都市計画係

住所
〒520-2592
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口３番地

月～金（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

専門職員不在のため、相談先の紹介をさせていただきます。

愛荘町役場建設・下水道課

住所
〒529-1234
滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地

毎週月～金曜日午前8時30分～午後5時15分（年末年始および祝祭日除く）

専門職員不在のため、相談先の紹介をさせていただきます。

豊郷町役場地域整備課

専門職員不在のため相談先の紹介をさせていただきます。

月曜日～金曜日の平日９時～５時

滋賀県甲良町建設水道課

住所
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町在士３５３番地１

月曜日～金曜日（祝日・祭日・年末年始を除く）8:30～17:15

専門職員不在のため相談機関への案内等の紹介業務を行います。

多賀町企画課

住所
〒522-0341
滋賀県犬上郡多賀町大字多賀３２４番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）8:30～17:15
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