
大阪府
窓口名

連絡先 06-6944-8269

FAX

URL http://www.pref.osaka.jp/jumachi/sodan/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 06-6242-1177

FAX

URL https://www.osaka-angenet.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-228-8215

FAX 072-228-8034

URL
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/sodan/inde
x.html

E-mail jumachi@city.sakai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
072-423-2121（内線：3106～
3108)

FAX 072-423-7252

URL http://www.city.kishiwada.osaka.jp/ E-mail kensi@city.kishiwada.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 06-6858-2741

FAX 06-6854-9534

URL https://www.city.toyonaka.osaka.jp/index.html E-mail
machisoumu@city.toyonaka.osak
a.jp

相談日時

備考

大阪府住宅相談室

住所
〒540-8570
大阪市中央区大手前3-2-12　大阪府庁別館1階

月曜日から金曜日
９：００～１２：００、１３：００～１７：３０（祝日、年末年始を除く）

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、窓口相談の休止、開設時間の短縮（９：００～１２：
００、１３：００～１７：００）を実施しています。

大阪市立住まい情報センター

月～金曜日　９時００分～１７時３０分（※１２時～１２時４５分,及び土日祝日は除く）

岸和田市まちづくり推進部建設指導課

住所
〒596-8510
大阪府岸和田市岸城町７番１号

月～金曜日　午前９時～午後５時３０分

住所
〒530-0041
大阪市北区天神橋6丁目4-20

平日・土曜９～１９時／日曜・祝日１０～１７時

休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、年末年始（１２／２９～１
／３）

堺市建築都市局住宅部住宅まちづくり課

住所
〒590-0078
堺市堺区南瓦町３－１

豊中市都市計画推進部住宅課

住所
〒561-8501
豊中市中桜塚3-1-1

月～金曜日 9：00～12：00 12：45～17：15（祝日、年末年始を除く）

パンフレット、チラシの配布・閲覧
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大阪府
窓口名

連絡先 06-6384-1928（内線：2698)

FAX 06-6368-9902

URL http://www.city.suita.osaka.jp/ E-mail jutaksei@city.suita.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0725-33-1131（内線：2294～
2296)

FAX 0725-22-6040

URL http://www.city.izumiotsu.lg.jp/ E-mail
kenchikujyuutaku@city.izumiotsu.
osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-674-7525

FAX 072-674-3125

URL
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/jutaku/index.
html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 06-6992-1709（内線：2522)

FAX 06-6992-1303

URL http://www.city.moriguchi.osaka.jp/ E-mail
Mori_jyumachi@city-moriguchi-
osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-841-1478（内線：3363)

FAX 072-841-5101

URL http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000011531.html E-mail jumachi@city.hirakata.osaka.jp

相談日時

備考

吹田市都市計画部住宅政策室

住所
〒564-8550
吹田市泉町1-3-40

月～金曜日 9時00分～12時00分及び12時45分～17時30分

泉大津市都市政策部建築住宅課

毎週月～金曜日　８時４５分～１７時１５分（祝日、年末年始を除く）

守口市都市整備部住宅まちづくり課

住所
〒570-8666
守口市京阪本通2丁目5番5号

月～金曜日　9時00分～17時30分（＊12時～12時45分、及び祝祭日は除く）

住所
〒595-8686
大阪府泉大津市東雲町9-12

毎週月～金曜日　午前９時～午後５時

住宅相談
パンフレット・チラシ等の配布・閲覧

高槻市　都市創造部　住宅課

住所
〒569-8501
高槻市桃園町２－１

　パンフレット、チラシ等の配布・閲覧

枚方市都市整備部住宅まちづくり課

住所
〒573-8666
枚方市大垣内町２丁目９番１５号

月曜日から金曜日　９：００～１２：００、１２：４５～１７：３０（祝日、年末年始を除く）

パンフレット、チラシ等の配布・閲覧
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大阪府
窓口名

連絡先 072-655-2755（内線：2961~2963)

FAX 072-620-1730

URL
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/kyojuuseisak
u/index.html

E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-924-3783

FAX 072-924-2301

URL http://www.city.yao.osaka.jp/soshiki/8-15-0-0-0_2.html E-mail jyutakuseisaku@city.yao.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-447-8124

FAX 072-447-8125

URL
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/menu/teij
uijusokusin/1453100752780.html

E-mail tokei@city.izumisano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0721-25-1000（内線：436～438)

FAX 0721-24-0269

URL https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/ E-mail jyutaku@city.tondabayashi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
072-824-1181（内線：2740・
2743・2748)

FAX 072-825-2618

URL http://www.city.neyagawa.osaka.jp/ E-mail jutaku@city.neyagawa.osaka.jp

相談日時

備考

茨木市都市整備部居住政策課

住所
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目８－１３

毎週月～金曜日　８時４５分から１７時１５分（祝日、年末年始除く）

パンフレット・チラシ等の配布・閲覧

八尾市 建築部 住宅政策課

平日　8：45～17：15

富田林市産業まちづくり部住宅政策課

住所
〒584-8511
富田林市常盤町1番1号

月～金曜日　9:00～17:30

住所
〒581-0003
大阪府八尾市本町１－１－１

毎月第２・４火曜日　午前９：００～１２：００　要予約

毎月第２火曜日のみ弁護士が同席致します。
税関係の相談は除きます。

泉佐野市　都市整備部　都市計画課

住所
〒598-0048
泉佐野市りんくう往来北1番　りんくうタウン駅ビル２階

寝屋川市まちづくり推進部住宅政策課

住所
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町１番１号

平日9:00～17:30

耐震化および空き家流通に関して一部支援を実施しています。
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大阪府
窓口名

連絡先
0721-53-1111（内線：542・543・
550)

FAX 0721-55-1435

URL http://www.city.kawachinagano.lg.jp/ E-mail
jyuutaku@city.kawachinagano.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-872-2181（内線：4125)

FAX 072-874-8799

URL http://www.city.daito.lg.jp/soshiki/66/ E-mail juto@city.daito.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0725-99-8190

FAX 0725-43-1135

URL E-mail kenju@city.osaka-izumi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-724-6719

FAX 072-722-2466

URL https://www.city.minoh.lg.jp/index.html E-mail jyuutaku@maple.city.minoh.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
072-958-1111（内線：2270～
2272)

FAX 072-958-8067

URL http://www.city.habikino.lg.jp/ E-mail
kenchikujyutaku@city.habikino.lg.j
p

相談日時

備考

大阪府河内長野市都市づくり部都市計画課

住所
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号

月～金曜日　9:00～17:30（祝日を除く）

大東市街づくり部住宅都市政策課

月～金曜日8時45分～17時15分（祝日、年末年始を除く）

箕面市みどりまちづくり部営繕室

住所
〒562-0003
大阪府箕面市西小路４丁目６番１号

毎週月～金曜日　８時４５分～１７時１５分（祝日、年末年始を除く）

住所
〒574-8555
大阪府大東市谷川1-1-1

開庁日の9時～17時30分

和泉市都市デザイン部建築住宅室住宅政策担当

住所
〒594-8501
和泉市府中町二丁目７番５号

大阪府羽曳野市都市開発部建築住宅課

住所
〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田４－１－１

平日　９：００～１７：３０
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大阪府
窓口名

連絡先
06-6902-1231（内線：4014,4054
)

FAX 06-6902-1323

URL http://www.city.kadoma.osaka.jp/ E-mail tos02@city.kadoma.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
072-265-1001（内線：2541、
2542)

FAX 072-263-6116

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-939-1111（内線：4114・4115)

FAX 072-952-9504

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 06-4309-3232

FAX 06-4309-3834

URL http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/17-8-0-0-0_3.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 06-4309-3245

FAX 06-4309-3829

URL https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005520.html E-mail

相談日時

備考

門真市まちづくり部都市政策課、建築指導課

住所
〒571-8585
門真市中町１－１

平日9：00～17：30

高石市土木部建築住宅課

平日　９：００～１７：３０

東大阪市建築部住宅政策室企画推進課

住所
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目１番１号

月曜日から金曜日　９：００～１２：００、１２：４５～１７：３０（祝日、年末年始を除く）

住所
〒592-8585
高石市加茂４丁目１－１

平日9：00～17：30

藤井寺市都市整備部都市計画課

住所
〒583-8583
藤井寺市岡１－１－１

パンフレット、チラシ等の配布・閲覧

東大阪市建築部建築安全課

住所
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目１番１号

第３火曜日　ＰＭ１：００～４：００　要予約
東大阪市総合庁舎１階相談室で行います

住宅の設計やリフォームなどあなたの悩みに専門家がお答えします。
自宅の建替え、耐震、アスベスト、リフォーム、シックハウス、欠陥住宅など、あらゆる相談に建築士が無料
で直接相談に応じます。
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大阪府
窓口名

連絡先 072-366-0011

FAX 072-367-1254

URL http://www.city.osakasayama.osaka.jp/ E-mail
toshikeikaku@city.osakasayama.o
saka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 075-963-2180

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 075-961-5151（内線：277)

FAX 075-961-6298

URL http://www.shimamotocho.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0725-22-1122（内線：304)

FAX 0725-32-7805

URL http://www.town.tadaoka.osaka.jp/ E-mail
tadaokakensetsu@town-
tadaoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
072-452-6401（内線：305　306
307)

FAX 072-452-7103

URL E-mail
machidukuri-
keikaku@town.kumatori.lg.jp

相談日時

備考

大阪狭山市都市整備部都市計画グループ

住所
〒589-8501
大阪狭山市狭山１－２３８４－１

月～金　９時～１７時３０分（年末年始、祝日を除く）

パンフレット、チラシ等の配布・閲覧

島本町消費者相談

月～金　9時から17時30分（年末年始、祝祭日を除く）

耐震診断のパンフレット・チラシ等の配布・閲覧

忠岡町産業まちづくり部建設課

住所
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1

月～金　午前９時～午後５時３０分まで

住所
〒618-0022
大阪府三島郡島本町桜井三丁目４番１号

月・水・金　10時から正午（祝日、年末年始を除く）

島本町都市創造部都市計画課

住所
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号

熊取町都市整備部まちづくり計画課

住所
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田１－１－１

受付時間　午前９時００分～午後５時３０分（土曜、日曜、祝日は除く。）
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大阪府
窓口名

連絡先 072-466-5006（内線：551)

FAX 072-466-5025

URL http://www.town.tajiri.osaka.jp/ E-mail tosei@town.tajiri.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0721-98-5523

FAX 0721-98-4514

URL http://www.town.taishi.osaka.jp/ E-mail tiikiseibi@town.taishi.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0721-93-2500

FAX 0721-93-4691

URL http://www.town.kanan.osaka.jp/ E-mail machidukuri@town.kanan.osaka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0721-72-0081

FAX 0721-72-1880

URL http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp E-mail

相談日時

備考

大阪府泉南郡田尻町事業部都市みどり課

住所
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375-1

月～金曜日　９時～１７時

太子町まちづくり推進部地域整備課

月～金　9：00～17：30（祝日、年末年始を除く）

大阪府南河内郡千早赤阪村人事財政課地域戦略室

住所
〒585-8501
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

月～金　午前9時～午後5時30分（祝日、年末年始除く）

住所
〒583-8580
大阪府南河内郡太子町大字山田88番地

月～金　9：00～17：30（祝日、年末年始を除く）

パンフレット、チラシ等の配布・閲覧

河南町まち創造部環境・まちづくり推進課

住所
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木１３５９－６
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	27大阪府

