
徳島県
窓口名

連絡先 088-653-7570

FAX 088-624-1710

URL http://toku-moku.sakura.ne.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-621-2594（内線：2594)

FAX 088-621-2871

URL http://www.pref.tokushima.lg.jp/ E-mail juutakuka@pref.tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-653-7570

FAX 088-624-1710

URL http://toku-sikai.com/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-652-5862

FAX 088-653-5201

URL http://www.tokushima-aaf.or.jp/ E-mail info@tokushima-aaf.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-666-3124

FAX 088-666-3126

URL http://www.tokushima-akiya.jp/ E-mail soudan@tokushima-akiya.jp

相談日時

備考

「すだちくん」のあんしん住宅相談所、徳島県木造住宅推進協議会

住所
〒770-0931
（公社）徳島県建築士会会議室：徳島市富田浜２ー１０　徳島
県建設センター５階

毎月第２・４水曜日　午後１時～午後５時

原則として、事前予約が必要です
お申込みは、徳島県建築士会（０８８－６５３－７５７０）まで

徳島県県土整備部住宅課

４～５月　午前１０時～午後４時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
６～３月　午後１時～午後４時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

お申込みは、（公社）徳島県建築士会（０８８－６５３－７５７０）まで

建築物耐震相談所、（一社）徳島県建築士事務所協会

住所
〒770-0847
徳島県徳島市幸町３－５５　自治会館２階

第２・第４水曜日（祝日、年末年始を除く）　午後１時～午後５時

住所
〒770-8570
徳島県徳島市万代町１－１

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住まいの耐震相談、（公社）徳島県建築士会

住所
〒770-0931
徳島県徳島市富田浜２－１０　建設センター５階

原則として、事前予約が必要です
お申込みは、（一社）徳島県建築士事務所協会（０８８－６５２－５８６２）まで

「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター、徳島県住宅供給公社

住所
〒771-0134
徳島県徳島市川内町平石住吉209-5（徳島健康科学総合セン
ター3階）

一般相談：午前９時～午後５時
　　　　（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
専門相談：第２、第４木曜日
　　　　　午後１時～午後３時（予約制）

空き家の除却、利活用の相談からコーディネーターも含めたワンストップ型の相談総合窓口です。
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徳島県
窓口名

連絡先 088-621-5200

FAX 088-621-5128

URL http://www.city.tokushima.tokushima.jp/ E-mail
simin_seikatu_sodan@city-
tokushima.i-tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-621-5288（内線：5285・5288)

FAX 088-621-5273

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-684-1164

FAX 088-684-1343

URL http://www.city.naruto.tokushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0885-32-2120

FAX 0885-32-7800

URL http://www.city.komatsushima.tokushima.jp/ E-mail
juutaku@city.komatsushima.toku
shima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0884-22-3431（内線：2833)

FAX 0884-22-2103

URL http://www.city.anan.tokushima.jp/ E-mail kenchiku@anan.i-tokushima.jp

相談日時

備考

徳島市市民文化部市民生活相談課

住所
〒770-8571
徳島県徳島市幸町２－５

毎月第４木曜日　午前１０時～午後１時

専門の相談員が市民生活相談課において、市民の方の住まいづくり相談を承ります。

徳島市都市建設部住宅課

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住宅リフォームに関する補助制度等のご案内

小松島市都市整備部住宅課

住所
〒773-8501
徳島県小松島市横須町１－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒770-8571
徳島県徳島市幸町２－５

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

新生活様式対応住宅リフォーム支援事業に関する相談

鳴門市都市建設部まちづくり課

住所
〒772-8501
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０

阿南市建設部住宅課

住所
〒774-8501
徳島県阿南市富岡町トノ町１２－３

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住宅リフォームに関する補助制度等のご案内
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徳島県
窓口名

連絡先 0883-22-2224

FAX 0883-22-2246

URL http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/ E-mail
eizen@yoshinogawa.i-
tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0883-36-8731

FAX 0883-36-8763

URL http://www.city.awa.lg.jp E-mail jyutaku@awa.i-tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0883-52-5612

FAX 0883-52-1350

URL http://www.city.mima.lg.jp/ E-mail jyuutaku@mima.i-tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0883-72-7681

FAX 0883-72-7206

URL https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0885-42-1506

FAX 0885-42-3028

URL http://www.town.katsuura.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

吉野川市建設部都市計画住宅課建築営繕室

住所
〒776-8611
徳島県吉野川市鴨島町鴨島１１５－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

木造住宅耐震改修工事と合わせて行うリフォームの窓口

阿波市建設部住宅課

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

三好市建設部管理課

住所
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ２１４５－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒771-1695
徳島県阿波市市場町切幡字古田２０１ー１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

美馬市建設部住宅・空き家対策課

住所
〒777-8577
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地５

勝浦町建設課

住所
〒771-4395
徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
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徳島県
窓口名

連絡先 0885-46-0111

FAX 0885-46-0323

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0885-46-0111

FAX 0885-46-0323

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-679-2970

FAX 088-679-2380

URL http://www.vill.sanagochi.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-674-1117

FAX 088-675-1500

URL http://www.town.ishii.lg.jp/ E-mail kensetsu@ishii.i-tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-676-1113

FAX 088-676-1100

URL http://www.town.kamiyama.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

上勝町建設課

住所
〒771-4501
徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯３－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

上勝町企画環境課

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

石井町建設課

住所
〒779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原１２１－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒771-4501
徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯３番地１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

若者定住促進のための中古住宅改修についての相談及びＵ・Ｉ・Ｊターン者による空き家改修に関する相談
窓口です。

佐那河内村建設課

住所
〒771-4195
徳島県名東郡佐那河内村下字中辺７１－１

神山町住民課

住所
〒771-3395
徳島県名西郡神山町神領字本野間１００

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
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徳島県
窓口名

連絡先 0884-62-1183

FAX 0884-62-1172

URL http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0884-62-1184

FAX 0884-62-1177

URL http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/ E-mail senryaku@naka.i-tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0884-72-3418

FAX 0884-72-2716

URL http://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0884-77-3616（内線：162)

FAX 0884-77-1666

URL http://www.town.minami.tokushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0884-73-4169

FAX 0884-73-3097

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

相談日時

備考

那賀町防災課

住所
〒771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川１０４－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

那賀町まち・ひと・しごと戦略課

毎月第３土曜日　午前１０時～１２時

町民の方からの住宅相談を承ります

美波町政策推進課

住所
〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村１８－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川１０４－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

「空き家改修」のみご相談承ります。

牟岐町建設課・牟岐町建築士会　建築相談会

住所
〒775-8570
徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村７－４

海陽町管財課

住所
〒775-0295
徳島県海部郡海陽町大里字上中須１２８

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

町営住宅の窓口
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徳島県
窓口名

連絡先 0884-73-4156（内線：134)

FAX 0884-73-3097

URL https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2016082800016/ E-mail machimirai@kaiyo-town.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0884-73-4159

FAX 0884-73-4160

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-699-8718

FAX 088-699-2141

URL https://www.town.matsushige.tokushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-698-9806

FAX 088-698-3642

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-698-9807

FAX 088-698-3642

URL http://www.town.kitajima.lg.jp/ E-mail kiki@kitajima.i-tokushima.jp

相談日時

備考

海陽町まちみらい課

住所
〒775-0295
徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地

午前8時30分～12時、午後1時～5時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

空き家のリフォームに関する相談窓口

海陽町建設課

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

木造住宅耐震改修工事に伴うリフォームのみご相談承ります。

北島町まちみらい課

住所
〒771-0285
徳島県板野郡北島町中村字上地２３－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒775-0295
徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地

午前8時30分～12時、午後1時～5時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住宅の耐震化とあわせて行うリフォームの窓口

松茂町建設課

住所
〒771-0295
徳島県板野郡松茂町広島字東裏３０

北島町危機情報管理課

住所
〒771-0285
徳島県板野郡北島町中村字上地２３－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
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徳島県
窓口名

連絡先 088-637-3111

FAX 088-637-3154

URL https://www.town.aizumi.lg.jp/ E-mail soumu@aizumi.i-tokushima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-679-1848

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-672-5996

FAX 088-672-5553

URL http://www.town.itano.tokushima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 088-694-6824（内線：172)

FAX 088-694-5903

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0883-62-3111

FAX 0883-62-4944

URL http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

藍住町総務企画課

住所
〒771-1292
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前５２－１

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

木造住宅の耐震化に関する相談窓口です。

藍住町消費生活センター

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

上板町企画防災課

住所
〒771-1392
板野郡上板町七條字経塚４２番地

午前８時３０分～午後０時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒771-1202
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前５２番地１

午前１０時～午後３時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

個人の消費生活に係る相談、悪質リフォームや契約トラブルの相談を受け付けます。
※リフォーム相談の専用窓口ではありません。

板野町建設課

住所
〒779-0192
徳島県板野郡板野町吹田字町南２２－２

つるぎ町住宅環境課

住所
〒779-4195
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦１－３

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時１５分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
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徳島県
窓口名

連絡先 0883-82-6302（内線：113)

FAX 0883-76-1013

URL http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

東みよし町企画課

住所
〒779-4795
徳島県三好郡東みよし町加茂３３６０番地

午前８時３０分～１２時、午後１時～５時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
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http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/

	36徳島県

