
兵庫県
窓口名

連絡先 078-360-2536

FAX 078-360-2794

URL https://support.hyogo-jkc.or.jp/ E-mail support@hyogo-jkc.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 078-647-9900

FAX 078-647-9912

URL https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-221-2642

FAX 079-221-2639

URL https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000002840.html E-mail juutaku@city.himeji.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 06-6489-6608

FAX 06-6489-6597

URL
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/reform/09
4reform_desk.html

E-mail
ama-
jutakuseisaku@city.amagasaki.hy
ogo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 078-918-5046（内線：2794/2796)

FAX 078-918-5109

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

相談日時

備考

ひょうご住まいサポートセンター

住所
〒650-0044
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー6
階

【一般相談】月～金曜日　10：00～12：00　13：00～17：00
※土、日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く。
【専門相談（予約制）】原則第１・３火曜日  13：00～16：00

神戸市すまいとまちの安心支援センター（すまいるネット）

８時３５分～１７時２０分（１２時～１３時を除く）
※土、日、祝日を除く

相談内容に応じて担当窓口をご紹介します。

尼崎市都市整備局住宅部住宅政策課

住所
〒660-8501
尼崎市東七松町１丁目２３番１号

９時から１７時３０分（１２時から１３時を除く）
※土曜日、日曜日、祝日を除く

住所
〒653-0042
兵庫県神戸市長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階

【一般相談】１０時～１７時
【専門相談(一般相談後、予約制)】法律＝第１・３土曜、住宅資金計画＝第２・４日曜、不動産取引＝月曜、マ
ンション管理＝第２・４土曜、空き家活用＝不定期
　※定休日：毎週水曜、年末年始など（土日・祝日も営業）

姫路市都市局公共建築部住宅課

住所
〒670-8501
姫路市安田四丁目１番地

相談内容に応じた窓口等をご紹介します。

明石市　都市局　住宅・建築室　建築安全課

住所
〒673-8686
兵庫県　明石市　中崎1丁目5番1号

8時55分から17時40分まで（12時から13時を除く）
※土・日・祝日を除く

相談内容に応じた専門機関等をご紹介します。
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兵庫県
窓口名

連絡先 0798-35-3778

FAX 0798-36-3795

URL
https://www.nishi.or.jp/shitsumon/shiseijoho/koho/sodan/su
mai.html

E-mail sumaizukuri@nishi.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0797-38-2109

FAX 0797-38-2164

URL https://www.city.ashiya.lg.jp/machizukuri/sumai/index.html E-mail keikan@city.ashiya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-784-8069

FAX 072-784-8070

URL https://www.city.itami.lg.jp/ E-mail jyutaku@city.itami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0791-23-7135（内線：415)

FAX 0791-23-2741

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0796-23-1111（内線：2474)

FAX 0796-24-4444

URL E-mail kenchiku@city.toyooka.lg.jp

相談日時

備考

西宮市都市局都市総括室すまいづくり推進課

住所
〒662-8567
西宮市六湛寺町１０－３

毎週水曜日　10時00分～12時00分（祝日、年末年始除く）

建築についての法規・技術や近隣とのトラブルに関して、建築士事務所協会相談員がご相談に応じていま
す。

芦屋市役所都市建設部都市計画課

月～金　９：００～１７：３０（土日祝日を除く）

・相談内容に応じた専門機関等をご紹介します。
・令和4年11月以降FAX番号が変更になります。
変更後のFAX番号⇒072-784-8048

相生市建設農林部都市整備課

住所
〒678-8585
兵庫県相生市旭一丁目１－３

月～金　８：３０～１７：１５　※祝日を除く

住所
〒659-8501
芦屋市精道町7番6号

午前９時～午後５時３０分（１２：００～１２：４５を除く）
※年末年始、土、日、祝日を除く

伊丹市都市活力部都市整備室住宅政策課

住所
〒664-8503
伊丹市千僧１丁目１番地

豊岡市都市整備部建築住宅課

住所
〒668-8666
豊岡市中央町2-4

月～金　8時30分～17時15分
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兵庫県
窓口名

連絡先 079-427-9327

FAX 079-441-7101

URL E-mail jutaku@city.kakogawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0791-43-6827

FAX 0791-43-6974

URL E-mail kenchiku@city.ako.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0795-22-3111（内線：2111)

FAX 0795-22-8573

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0797-71-1141（内線：2378)

FAX 0797-74-8997

URL http://www.city.takarazuka.hyogo.jp E-mail
m-
takarazuka0091@city.takarazuka.
lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0794-82-2000（内線：2275・2276)

FAX 0794-82-9625

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

相談日時

備考

加古川市都市計画部住宅政策課

住所
〒675-8501
兵庫県加古川市加古川町北在家2000

平日9時～17時（12時～13時を除く）

赤穂市建設部都市計画課

月～金　８時３０分～１７時１５分（土日祝日を除く）
事前に連絡をお願いします。

宝塚市都市整備部住まい政策課

住所
〒665-8665
宝塚市東洋町１－１

午前９時～午後５時３０分（１２：００～１２：４５を除く）
※土、日、祝日を除く

住所
〒678-0292
赤穂市加里屋８１

月～金　8:30～17:15

西脇市建設水道部都市住宅課

住所
〒677-8511
西脇市下戸田128番地の1

相談内容に応じた窓口・機関を紹介します

三木市都市整備部建築住宅課

住所
〒673-0492
三木市上の丸町１０番３０号

８時３０分から１７時
※土曜日、日曜日、祝日を除く
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兵庫県
窓口名

連絡先 079-443-9035

FAX 079-442-2229

URL http://www.city.takasago.lg.jp E-mail tact3825@city.takasago.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-740-1111（内線：2916・2917)

FAX 072-740-1317

URL E-mail kawa0207@city.kawanishi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0794-63-1000（内線：598・555)

FAX 0794-63-2614

URL http://www.city.ono.hyogo.jp E-mail matidukuri@city.ono.hyogo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-559-5128（内線：2823)

FAX 079-559-7400

URL https://www.city.sanda.lg.jp/ E-mail tosi@city.sanda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0790-42-1110（内線：1731)

FAX 0790-42-1998

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

相談日時

備考

高砂市都市創造部建築住宅課

住所
〒676-8501
高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号

８時３０分から１７時１５分
※１２：００～１３：００及び土日祝日を除く

川西市都市政策部住宅政策課

月～金　８：４５～１７：１５　※祝日を除く

三田市まちの再生部都市政策室都市政策課

住所
〒669-1595
三田市三輪２－１－１

月～金曜日9：00～17：30
祝日・年末年始を除く

住所
〒666-8501
川西市中央町12番1号

平日の午前９：００～午後５：００
事前に連絡をお願いします。

相談内容に応じた専門機関をご紹介します。

小野市地域振興部まちづくり課

住所
〒675-1380
小野市中島町５３１

ご相談頂いたのち、内容に応じた専門機関等をご案内します。

加西市　都市整備部　都市計画課

住所
〒675-2395
兵庫県加西市北条町横尾1000番地

月～金：８時３０分～１７時１５分　※祝日を除く

相談内容に応じた専門機関をご紹介します。
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兵庫県
窓口名

連絡先 079-552-1118（内線：246)

FAX 079-552-0619

URL E-mail
chiikikeikaku_div@city.sasayama.
hyogo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-664-1981（内線：315)

FAX 079-664-1993

URL E-mail kenchiku@city.yabu.hyogo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0795-88-5039

FAX 0795-74-3005

URL https://www.city.tamba.lg.jp/ E-mail sumaidukuri@city.tamba.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0799-43-5226（内線：７２６０～７
２６３)

FAX 0799-43-5326

URL http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/ E-mail
toshikeikaku@city.minamiawaji.hy
ogo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-672-3301

FAX 079-672-4041

URL http://www.city.asago.hyogo.jp/ E-mail keizai@city.asago.lg.jp

相談日時

備考

丹波篠山市まちづくり部地域計画課

住所
〒669-2397
丹波篠山市北新町４１

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝除く）

養父市まち整備部建築住宅課

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝際日等閉庁日を除く）

南あわじ市産業建設部建設課

住所
〒656-0492
南あわじ市市善光寺２２番地１

8時30分～17時15分（土日祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒667-0198
兵庫県養父市広谷250-1

8:30～17:15　但し、土・日・祝日を除く

丹波市建設部住まいづくり課

住所
〒669-4192
丹波市春日町黒井８１１番地

朝来市　産業振興部　経済振興課

住所
〒669-5292
朝来市和田山町東谷２１３番地１

平日：８時３０分～１７時１５分
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兵庫県
窓口名

連絡先 0799-64-2533（内線：2452)

FAX 0799-64-2527

URL E-mail awaji_toshikeikaku@city.awaji.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0790-63-3106（内線：241)

FAX 0790-62-9939

URL E-mail jutakuseisaku-kk@city.shiso.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0795-42-3301

FAX 0795-43-0549

URL E-mail toshi-seisaku@city.kato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0791-64-3165（内線：2362)

FAX 0791-63-2594

URL E-mail machinami@city.tatsuno.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 072-766-8704

FAX 072-766-8897

URL http://www.town.inagawa.lg.jp/ E-mail toshiseisaku@town.inagawa.lg.jp

相談日時

備考

淡路市都市整備部都市計画課

住所
〒656-2292
淡路市生穂新島８番地

8時30分～17時15分（土日祝祭日は除く）

宍粟市建設部住宅土地政策課住宅係

午前8時30分～午後5時15分　ただし、土・日・祝日を除く

相談内容に応じた専門機関をご紹介します。

たつの市都市政策部町並み対策課建築係

住所
〒679-4192
たつの市龍野町富永1005-1

開庁日の８時３０分から１７時１５分まで

住所
〒671-2593
兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6

８時３０分から１７時１５分（１２時から１３時を除く） ※土、日、祝日（閉庁日）除く

加東市　都市整備部都市政策課

住所
〒673-1493
加東市社50番地

猪名川町まちづくり部都市政策課

住所
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑１１－１

平日９：００～１７：３０
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兵庫県
窓口名

連絡先 0795-32-4776（内線：（直通）)

FAX 0795-30-2046

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-492-1212（内線：247・248)

FAX 079-492-2345

URL http://www.town.hyogo-inami.lg.jp/ E-mail
tosikeikaku@town.hyogo-
inami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-435-2366

FAX 079-435-0592

URL http://www.town.harima.lg.jp E-mail keikaku@town.harima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0790-26-1016

FAX 0790-26-3004

URL E-mail kensetu@town.ichikawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0790-22-0560（内線：335・336)

FAX 0790-22-2919

URL http://www.town.fukusaki.hyogo.jp E-mail machi@town.fukusaki.lg.jp

相談日時

備考

多可町定住推進課

住所
〒679-1192
多可郡多可町中区中村町１２３

土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(事前に連絡をお願いします。)

補助制度の案内のみ実施しています。

稲美町都市計画課

午前８時３０分～午後０時／午後１時～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

≪リフォーム等の助成金の相談≫
各担当課を紹介します。
≪それ以外の相談≫
町の住宅相談会（専門家相談）への紹介を行います。

市川町建設課

住所
〒679-2392
神崎郡市川町西川辺165-3

平日8時30分から17時15分まで

住所
〒675-1115
兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目１番地

8:30～17:15（12:00～13:00は除く）※土、日、祝日を除く

播磨町都市計画グループ

住所
〒675-0182
加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号

福崎町まちづくり課建築係

住所
〒679-2280
神崎郡福崎町南田原３１１６番地の１

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝祭日を除きます）
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兵庫県
窓口名

連絡先 0790-34-0962（内線：131)

FAX 0790-34-1556

URL http://www.town.kamikawa.hyogo.jp E-mail
jyumin_seikatu@town.kamikawa.h
yogo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 079-277-5992（内線：310)

FAX 079-277-6041

URL http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp E-mail
machidukuri@town.hyogo-
taishi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0791-52-1117

FAX 0791-52-6221

URL E-mail kensetsu@town.kamigori.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0790-82-0670

FAX 0790-82-0492

URL http://www.town.sayo.lg.jp E-mail teijutaisaku@town.sayo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0796-36-1961（内線：217)

FAX 0796-36-3809

URL E-mail kensetsu@town.mikata-kami.lg.jp

相談日時

備考

神河町　住民生活課

住所
〒679-3116
兵庫県神崎郡神河町寺前64番地

随時（土曜日、日曜日、祝日等を除く）時間9：00～17：00（12：00～13：00は除く）

消費者窓口

太子町経済建設部まちづくり課

月～金　8:30～17:15
祝日・年末年始を除く

相談内容に応じた専門機関をご紹介します。

佐用町商工観光課

住所
〒679-5380
兵庫県佐用郡佐用町佐用2611番地1

開庁日の8時30分から17時15分まで

住所
〒671-1592
揖保郡太子町鵤280-1

平日8時30分から17時15分まで

・耐震診断・改修など、リフォームを検討する方に対する補助金等に関するアドバイス
（他の専門的相談窓口の紹介 ）
・リフォームに関する冊子、パンフレット等による情報提供

上郡町建設課

住所
〒678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

相談内容に応じた専門機関をご紹介します。

香美町　建設課

住所
〒669-6592
兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1

午前8時30分～午後5時15分（12:00～13:00を除く）※土、日、祝日を除く
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http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/
http://www.town.sayo.lg.jp/


兵庫県
窓口名

連絡先 0796-82-3115（内線：131)

FAX 0796-82-2970

URL E-mail kensetu@town.shinonsen.lg.jp

相談日時

備考

新温泉町建設課

住所
〒669-6792
兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1

土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
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