
大分県
窓口名

連絡先 097-506-4677（内線：4677)

FAX 097-506-1779

URL http://www.pref.oita.jp/ E-mail a18500@pref.oita.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 097-534-6111（内線：1776)

FAX 097-536-5896

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0977-21-1487（内線：3453)

FAX 0977-22-9478

URL http://www.city.beppu.oita.jp/ E-mail bug-co@city.beppu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0979-62-9029（内線：347)

FAX 0979-22-1449

URL http://www.city-nakatsu.jp/ E-mail kenchikushidou@city.nakatsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0973-22-8226（内線：583)

FAX 0973-22-8247

URL http://www.city.hita.oita.jp/ E-mail jutaku@city.hita.oita.jp

相談日時

備考

住所
〒870-8504
大分市荷揚町２番３１号

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日、年末年始を除く）

別府市建設部建築指導課

住所
〒874-8511
別府市上野口町１番15号

大分県土木建築部建築住宅課

住所
〒870-8501
大分県大分市大手町3-1-1

午前８時３０分～１２：００分／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません）

大分市土木建築部住宅課

日田市土木建築部建築住宅課

住所
〒877-8601
大分県日田市田島２丁目６番１号

月曜日～金曜日　８時３０分～１７時（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～１２時１５分／午後１時～５時
（土曜、日曜、祝日は除く）

中津市建設部建築指導課

住所
〒871-8501
大分県中津市豊田町14-3

月曜日～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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大分県
窓口名

連絡先 0972-22-3574（内線：489)

FAX

URL http://www.city.saiki.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0972-22-3972（内線：269)

FAX 0972-23-6002

URL http://www.city.saiki.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0972-23-6800（内線：148)

FAX 0972-22-3914

URL http://www.city.saiki.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0972-63-1111（内線：2322)

FAX 0972-64-0136

URL http://www.city.usuki.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0972-82-4111（内線：352)

FAX 0972-82-9520

URL http://www.city.tsukumi.oita.jp/ E-mail tsu-machi@city.tsukumi.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒876-8585
佐伯市中村南町１番１号

受付時間　午前８時３０分～午後５時（土日、祝日、年末年始を除く）

佐伯市福祉保健部高齢者福祉課、地域包括ケア係

住所
〒876-8585
佐伯市中村南町１番１号

佐伯市建設部建築住宅課

住所
〒876-8585
佐伯市中村南町1番1号

受付時間　午前８時３０分～１２時１５分／午後１時～午後５時
（土日、祝日は、受付を行いません。）

佐伯市福祉保健部こども福祉課

津久見市　まちづくり課　土地住まい整備班

住所
〒879-2435
大分県津久見市宮本町20-15

月曜日～金曜日の午前8時30分～午後5時（祝日、年末年始を除く）

受付時間　午前8時30分～12時15分/午後1時～午後5時
（土日祝日は、受付を行いません）

大分県臼杵市都市デザイン課

住所
〒875-8501
臼杵市大字臼杵７２番１

月曜日～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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大分県
窓口名

連絡先 0974-63-1111（内線：254)

FAX 0974-63-3948

URL http://www.city.taketa.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0978-22-3100（内線：5406)

FAX 0978-22-3795

URL http://www.city.bungotakada.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0978-25-6392（内線：3204・3206)

FAX 0978-22-2725

URL http://www.city.bungotakada.oita.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0978-62-1811（内線：187・188)

FAX 0978-62-3293

URL http://www.city.kitsuki.lg.jp/ E-mail kensetu@city.kitsuki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0978-27-8182（内線：2271)

FAX 0978-27-8230

URL http://www.city.usa.oita.jp E-mail k-sidou04@city.usa.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地３

月曜日～金曜日　８時３０分～１７時（祝日・休日・年末年始を除く）

豊後高田市　地域活力創造課

住所
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地3

竹田市建設課

住所
〒878-8555
大分県竹田市大字会々１６５０番地

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝日、年末年始を除く）

豊後高田市役所建設課

宇佐市建設水道部建築住宅課

住所
〒879-0492
大分県宇佐市大字上田１０３０番地の１

午前８時３０分～１２時１５分／午後１時００分～午後５時００分
（土日祝日、年末年始を除く）

月曜日～金曜日　８時３０分～１７時（土日祝日、年末年始を除く）

杵築市 建設課 建築・公園係

住所
〒873-0001
杵築市大字杵築377番地1

受付時間 午前8時30分～12時15分/午後1時00分～5時00分
 (土曜、日曜、祝日は受付を行いません。)
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大分県
窓口名

連絡先 0974-22-1001（内線：2362)

FAX 0974-22-1426

URL http://www.bungo-ohno.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 097-582-1111（内線：2219)

FAX 097-582-1359

URL http://www.city.yufu.oita.jp/ E-mail kensetu@city.yufu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0978-72-1111

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0978-87-2283

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0977-73-3172

FAX 0977-73-3179

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

相談日時

備考

住所
〒879-5498
大分県由布市庄内町柿原３０２番地

午前8時30分〜午後5時
　（土日祝日、年末年始を除く）

各担当課
建設課：木造住宅耐震改修
高齢者支援課：高齢者バリアフリー型

国東市財政課財産活用係

住所
〒873-0503
国東市国東町鶴川１４９番地

豊後大野市　建設課

住所
〒879-7198
大分県豊後大野市三重町市場1200番地

月曜日〜金曜日の午前８時３０分〜午後５時００分（祝日、年末年始を除く）

由布市建設課

日出町役場　都市建設課

住所
〒879-1592
大分県速見郡日出町２９７４番地１

月曜日～金曜日　８時３０分～１７時００分
（祝日・休日・年末年始を除く）

８：３０～１７：００
（土日祝、１２月２９日～１月３日を除く）

姫島村役場　建設課

住所
〒872-1501
大分県東国東郡姫島村１６３０番地の１

８：３０～１２：００
１３：００～１７：００
（土日祝日、年末年始を除く）
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大分県
窓口名

連絡先 0973-76-3811

FAX 0973-76-2247

URL http://www.town.kokonoe.oita.jp/ E-mail kensetu@town.kokonoe.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0973-72-7163（内線：168)

FAX 0973-72-2805

URL http://www.town.kusu.oita.jp E-mail

相談日時

備考

住所
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268-5

月曜日～金曜日　８時３０分～１７時（祝日・年末年始を除く）

九重町役場　建設課

住所
〒879-4895
玖珠郡九重町大字後野上８番地の１

月曜～金曜午前８時半～午後５時（土日、祝日、年末年始は受付を行いません）

玖珠町役場　建設水道課
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	44大分県

