
北海道
窓口名

連絡先 011-204-5577

FAX 011-232-0147

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/ E-mail
kensetsu.kenshi1@pref.hokkaido.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 011-222-6070

FAX 011-232-2870

URL http://www.hokkaido-ksc.or.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 011-211-2807

FAX 011-218-5144

URL http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0138-40-3607

FAX 0138-40-3609

URL https://www.hakodate-jts-kosya.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0134-32-4111（内線：431)

FAX 0134-32-3963

URL
http://www.city.otaru.lg.jp/jigyo/kensetu/kentikushidou/index.
html

E-mail kentiku-sido@city.otaru.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒060-0003
北海道札幌市中央区北３条西３丁目１ 札幌北三条ビル８階

【一般住宅相談】平日午前１０時００分～午後４時００分（正午～午後１時は休み）※面談相談は要予約
【法律相談】　　毎月第２・４火曜日（祝祭日は休み）午後１時００分～午後４時００分（要予約）

一般住宅相談、法律相談

札幌市都市局市街地整備部住宅課

住所
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目

北海道建設部住宅局建築指導課企画係

住所
〒060-8588
札幌市中央区北３条西６丁目　道庁本庁舎９階

平日　午前８時４５分から午後５時３０分まで

(一財)北海道建築指導センター

※事前予約制

小樽市　建設部　建築指導課

住所
〒047-8660
小樽市花園２丁目１２番１号

毎週月曜日～金曜日　午前８時５０分～午後５時２０分

８時４５分～１７時１５分（土日祝日、年末年始を除く）

相談窓口の紹介等の情報提供

（一財）函館市住宅都市施設公社　住宅相談室

住所
〒041-0806
函館市美原１丁目２６番８号（亀田支所２階）

月曜日～金曜日（土日祝日，年末年始を除く）午前９時３０分～午後４時３０分
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北海道
窓口名

連絡先 0166-22-8894

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0143-25-2664

FAX 0143-24-2091

URL http://www.city.muroran.hokkaido.lg.jp/main/org7400.html E-mail
kenchiku-
soudan@city.muroran.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0154-31-4569

FAX 0154-24-0581

URL http://www.city.kushiro.lg.jp E-mail ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0155-65-4179

FAX 0155-23-0159

URL
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/sumai/hojo/10030
55.html

E-mail
architecture@city.obihiro.hokkaid
o.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0157-25-1154

FAX 0157-25-1207

URL http://www.city.kitami.lg.jp/soshiki/kensetsushido/ E-mail kensetsushido@city.kitami.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒051-8511
室蘭市幸町１－２

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時１５分（祝日、年末年始を除く）

住宅相談

釧路市都市整備部建築指導課指導防災担当

住所
〒085-8505
釧路市黒金町７丁目５番地

(一財)北海道建築指導センター　旭川支所

住所
〒070-0039
旭川市９条通１２丁目ハタケヤマビル６階

午前１０時～午後４時（土曜、日曜、祝日を除く）

一般住宅相談及び内容に応じた専門機関の紹介。

室蘭市都市建設部建築指導課建築指導係

・建築基準法及び一般的な住宅相談
・新築、ユニバーサルデザイン、耐震改修、空家等の住まいに関する相談及び補助制度等の案内

北見市都市建設部　建設指導課

住所
〒090-8501
北見市大通西3丁目１番地１

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時４５分～午後５時３０分

・建築基準法全般に関すること
・新築住宅・建築物の申請手続き、事前相談に関すること
・既存住宅・建築物に関すること
・耐震診断・耐震改修に関すること

平日　午前８時５０分～午後５時２０分（１２時００分～１２時４５分を除く）

帯広市都市環境部都市建築室建築開発課

住所
〒080-8670
帯広市西５条南７丁目１番地

月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分　ただし、祝日・年末年始を除く
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北海道
窓口名

連絡先 0123-52-3119

FAX 0123-52-5302

URL https://www.city.yubari.lg.jp/ E-mail ybrken@city.yubari.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0126-23-4111（内線：３２５)

FAX 0126-23-7272

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0152-44-6111（内線：358・254)

FAX 0152-43-5404

URL
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/300jutaku/020kenchiku/in
dex.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-42-2025

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0144-32-6527

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

平日　午前８時４５分～午後５時３０分

建築全般に対応

網走市役所建設港湾部建築課建築係

住所
〒093-8555
網走市南６条東４丁目

夕張市建設課

住所
〒068-0492
夕張市本町４丁目

平日　午前８時４５分～午後５時３０分

リフォームだけでなく建築全般

岩見沢市　建設部　建築課

住宅全般に関すること

苫小牧市　都市建設部　建築指導課

住所
〒053-8722
苫小牧市旭町４丁目５番６号

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時１５分

住宅相談

網走市役所　本庁舎２階②番窓口
開庁日時　毎週月曜日～金曜日（祝祭日除く）
午前８時４５分～午後５時３０分

・建築基準法全般に関すること
・建物を建てる際の手続・事前相談に関すること
・既に建っている建物に関すること
・耐震改修に関すること

留萌市都市環境部建築住宅課

住所
〒077-8601
留萌市幸町１丁目１１番地

平日　午前８時５０分～午後５時２０分（土・日祝祭日は休み）
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北海道
窓口名

連絡先 0162-23-6466

FAX 0162-24-2719

URL
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/toshikeikaku/ken
chikubutsu/

E-mail toshiseibi@city.wakkanai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0126-63-0139

FAX 0126-62-1088

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0124-27-7380

FAX 0124-22-9696

URL
https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/kurashi/sumai/kenchik
u/

E-mail
kenchiku@city.ashibetsu.hokkaido
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 011-381-1042

FAX 011-381-1078

URL http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kenchikushido/ E-mail kenchikushido@city.ebetsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-32-1844

FAX 0125-32-0045

URL https://www.city.akabira.hokkaido.jp/ E-mail kenchiku@city.akabira.hokkaido.jp

相談日時

備考

住所
〒072-8660
美唄市西３条南１丁目１番１号

平日　午前８時４５分～午後５時１５分

建築全般

芦別市　経済建設部　都市建設課　建築係

住所
〒075-8711
芦別市北１条東１丁目３番地

稚内市　建設産業部　都市整備課　建築指導グループ

住所
〒097-8686
稚内市中央３丁目１３番１５号

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

市民からの相談全般

美唄市　都市整備部都市建築住宅課

建築全般、専門相談機関の紹介

赤平市建設課

住所
〒079-1192
赤平市泉町４丁目１番地

平日　午前８時３０分～午後５時

建築全般（赤平市内物件に限る）

平日（土日・祝祭日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

江別市　建設部建築指導課建築指導係

住所
〒067-8674
江別市高砂町６番地

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前８時４５分～午後５時１５分
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北海道
窓口名

連絡先 0158-24-2111（内線：357・282)

FAX 0158-23-1019

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0165-26-7801（内線：2531)

FAX 0165-22-1750

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01655-3-2511（内線：2226)

FAX 01655-3-3450

URL http://www.city.nayoro.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01267-2-3999（内線：３５５・３５６)

FAX 01267-2-7880

URL http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/ E-mail kenchiku@city.mikasa.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0153-23-6111（内線：2294)

FAX 0153-24-8692

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒095-8686
士別市東６条４丁目

月曜日～金曜日（開庁時）午前８時３０分～午後５時１５分

相談内容の聞き取りと専門機関の紹介

名寄市建設水道部建築課

住所
〒098-0507
名寄市風連町西町１９６－１

紋別市　建設部　都市建築課

住所
〒094-8707
紋別市幸町２丁目１－１８

月曜日～金曜日　午後１時～午後４時

建築全般に関すること

士別市建設水道部都市整備課建築係

建築全般（市内物件に限る）

根室市　住宅相談窓口(建築住宅課)

住所
〒087-8711
根室市常盤町２丁目２７番地

月曜日～金曜日　午前９時～午後５時（開庁日）

市内の住宅であること（原則）

月～金曜日（祝祭日は休み）午前８時４５分～午後５時３０分

相談内容の聞き取りと専門機関の紹介

三笠市経済建設部建設課建築係

住所
〒068-2192
三笠市幸町２番地

午前８時３０分～午後５時（土日・祝祭日以外）
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北海道
窓口名

連絡先 0123-24-3131（内線：３２８・４０６)

FAX 0123-22-8853

URL http://www.city.chitose.lg.jp/95/95_165/95_165_1072/ E-mail kenchiku@city.chitose.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0123-24-0297

FAX 0123-2-6700

URL https://www.city.chitose.lg.jp/lifeevent/life_kaigo/ E-mail koreishien@city.chitose.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-28-8040

FAX 0125-22-1013

URL https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/ E-mail kentiku@city.takikawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-54-2121（内線：258)

FAX 0125-52-2205

URL http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp E-mail k-shido@city.sunagawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-42-2223（内線：227)

FAX 0125-42-5171

URL http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/ E-mail info@city.utashinai.hokkaido.jp

相談日時

備考

住所
〒066-8686
北海道千歳市東雲町２丁目３４番地

午前８時４５分から午後５時１５分まで
（土曜・日曜・祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く）

滝川市建設部建築住宅課

住所
〒073-8686
滝川市大町１丁目２番１５号

千歳市役所建設部建築課建築指導係

住所
〒066-8686
北海道千歳市東雲町２丁目３４番地

午前８時４５分から午後５時１５分まで
（土曜・日曜・祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く）

建築基準法全般に関すること

千歳市役所高齢者支援課介護保険係

一般的なリフォーム工事や契約などに関する相談、その他、市が行っている各種補助金制度の相談にも対応
いたします。

歌志内市建設課住宅管理グループ

住所
〒073-0492
歌志内市字本町５番地

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

土日祝祭日以外
午前８時３０分から午後５時１５分まで

建築全般(市内物件に限る）

砂川市建設部建築住宅課

住所
〒073-0195
砂川市西６条北３丁目１番１号

８：３０～１７:１５（土日・祝祭日以外）
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北海道
窓口名

連絡先
0164-26-2323（内線：323・324・
325)

FAX 0164-22-2460

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0167-39-2316

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0143-85-2111

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0123-33-3131（内線：2532)

FAX 0123-33-3137

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0142-82-3294

FAX 0142-23-4414

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒076-8555
富良野市弥生町１番１号

窓口業務時間内　午前８時３０分～午後５時１５分

相談内容の聞き取りと専門機関の紹介

登別市　都市整備部建築住宅グループ

住所
〒059-8701
登別市中央町６－１１

深川市 建設水道部 建築住宅課

住所
〒074-8650
深川市２条１７番１７号

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時１５分

建築全般

富良野市　建設水道部　都市建築課

技術的な相談、専門相談機関窓口への紹介

伊達市　建設部都市住宅課建築係

住所
〒052-0024
伊達市鹿島町２０番地１

月曜日～金曜日（祝日は除く）午前８時４５分～午後５時３０分

専門相談機関の紹介

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時～午後５時３０分（昼休み１２時１５分～午後１時）

建築基準法に基づく指導及び紛争処理窓口等の紹介

恵庭市　企画振興部　まちづくり推進課

住所
〒061-1498
恵庭市京町１番地

平日（祝祭日を除く）午前８時４５分～午後５時１５分
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北海道
窓口名

連絡先 011-372-3311（内線：4205)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0133-72-3141

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0138-73-3111（内線：252)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0133-23-3147

FAX 0133-23-3206

URL E-mail
kenchiku@town.tobetsu.hokkaido.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0126-57-2111（内線：430)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒061-3292
石狩市花川北６条１丁目３０番地２

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時～午後５時

技術的な相談、専門相談機関窓口への紹介のみ

北斗市役所　建設部都市住宅課建築住宅係

住所
〒049-0192
北斗市中央１丁目３番１０号

北広島市　建設部建築課建築指導担当

住所
〒061-1192
北広島市中央４丁目２番地１

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）・８：４５～１７：１５

技術的な相談、専門相談機関窓口への紹介のみ

石狩市　建設水道部建築住宅課建築指導担当

技術的な相談、専門相談機関窓口への紹介のみ

新篠津村　産業建設課建築係

住所
〒068-1192
新篠津村第４７線北１３

平日　午前８時４５分～午後５時１５分

平日　月～金曜日　午前８時３０～午後５時００分

窓口相談

当別町　建設水道部建設課　建築住宅係

住所
〒061-0292
当別町白樺町５８番地９

平日（祝祭日除く）　８時４５～１７時１５分
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北海道
窓口名

連絡先 0139-42-2275（内線：271)

FAX 0139-46-2048

URL http://www.e-matsumae.com/ E-mail info@town.matsumae.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0139-47-3006（内線：254)

FAX 0139-47-4406

URL http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/top/ E-mail info@town.fukushima.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01392-5-6161（内線：30)

FAX

URL http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/ E-mail kikaku@town.shiriuchi.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01392-2-3131（内線：１３２)

FAX 01392-2-4442

URL http://www.town.kikonai.hokkaido.jp E-mail kikonai@town.kikonai.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0138-65-5794

FAX 0138-66-2054

URL http://www.town.nanae.hokkaido.jp E-mail

相談日時

備考

住所
〒049-1392
松前郡福島町字福島８２０番地

平日　月～金曜日　午前８時３０分～午後５時００分

知内町政策調整課政策調整係

住所
〒049-1103
上磯郡知内町字重内２１－１

松前町役場建設課

住所
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地１

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

福島町役場建設課

住宅建築全般

七飯町　都市住宅課　建築指導係

住所
〒041-1192
亀田郡七飯町本町６丁目１番１号

平日　月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

木古内町　建設水道課建設グループ

住所
〒049-0422
北海道上磯郡木古内町本町２１８番地

平日　午前８時３０分から午後５時まで
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北海道
窓口名

連絡先 01372-7-5294（内線：132)

FAX 01372-7-3086

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01374-7-1285

FAX 01374-2-3244

URL http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/ E-mail
kensetsu@town.hokkaido-
mori.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01377-2-2000（内線：251)

FAX 01377-2-4884

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0137-62-2111（内線：282・287)

FAX 0137-62-2120

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0139-52-6714

FAX 0139-52-0234

URL https://www.hokkaido-esashi.jp/ E-mail

相談日時

備考

住所
〒049-2393
茅部郡森町字御幸町１４４番地１

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

住宅建築全般

長万部町　建設課　建築公園係

住所
〒049-3592
山越郡長万部町字長万部４５３－１

鹿部町　建設水道課

住所
〒041-1498
茅部郡鹿部町字宮浜２９９番地

平日　午前８時４５分～午後５時３０分

専門相談窓口の紹介、パンフレット・チラシの配布、リフォネット登録業者名簿の設置閲覧

森町役場　建設課  建築住宅係

建築全般

江差町　建設水道課都市計画係

住所
〒043-8560
檜山郡江差町字中歌町１９３番地１

土日祭日を除く午前９時～午後５時

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

八雲町役場　建設課建築係

住所
〒049-3192
二海郡八雲町住初町１３８

平日　午前８時３０分から午後５時１
５分まで
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北海道
窓口名

連絡先 0139-55-2311

FAX 0139-55-2025

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0139-64-3315

FAX 0139-67-2815

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0139-62-2311

FAX 0139-62-2939

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01397-2-3408

FAX 01397-2-3139

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0137-82-0111（内線：152)

FAX 0137-82-3262

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒043-1113
檜山郡厚沢部町新町２０７番地

土日祭日を除く午前８時３０分～午後５時１５分

乙部町　建設課建築係

住所
〒043-0103
爾志郡乙部町字緑町３８８

上ノ国町　施設課土木建築グループ

住所
〒049-0698
檜山郡上ノ国町字大留１００番地

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祭日を除く）

厚沢部町　建設水道課　建築係

参考パンフレットの配布
北海道庁、檜山振興局の紹介
（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターの紹介

今金町　公営施設課　土木建築グループ（建築担当）

住所
〒049-4393
瀬棚郡今金町字今金４８－１

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末・年始の閉庁日を除く）午前９時～午後５時

参考パンフレットの配布
北海道庁、檜山振興局の紹介
（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターの紹介

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祭日を除く）

奥尻町　建設水道課建設係

住所
〒043-1498
奥尻郡奥尻町字奥尻８０６番地

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末・年始の閉庁日を除く）午前９時～午後５時
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北海道
窓口名

連絡先 0137-84-5111

FAX 0137-84-6833

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-75-6272

FAX 0136-75-6216

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-62-2601

FAX 0136-62-3431

URL http://www.town.suttu.lg.jp/ E-mail sisetu@town.suttu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-72-4432

FAX 0136-72-3833

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-57-5111（内線：288)

FAX 0136-57-5112

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒048-0621
島牧郡島牧村泊８３－１

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

寿都町　施設課

住所
〒048-0406
寿都郡寿都町字渡島町１４０番地１

せたな町　建設水道課

住所
〒049-4592
久遠郡せたな町北檜山区徳島６３－１

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末・年始の閉庁日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

島牧村　施設課

蘭越町役場建設課建築係

住所
〒048-1392
磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地５

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時２５分

黒松内町　建設水道課

住所
〒048-0192
寿都郡黒松内町字黒松内３０２番地１

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分
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北海道
窓口名

連絡先
0136-44-2121（内線：173　/
174)

FAX 0136-44-3500

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-45-3617

FAX 0136-45-3162

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-46-3131

FAX 0136-46-3545

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-33-2211（内線：86)

FAX 0136-33-3577

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0136-42-2111（内線：61)

FAX 0136-41-2028

URL E-mail kensetsu@town-kyogoku.jp

相談日時

備考

住所
〒048-1631
虻田郡真狩村字真狩１１８番地

毎週　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

留寿都村役場農林建設課建設係

住所
〒048-1731
虻田郡留寿都村字留寿都１７５番地

ニセコ町　建設課　建築係

住所
〒048-1595
虻田郡ニセコ町字富士見４７番地

毎週月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

真狩村役場建設課土木建築係

京極町　建設課

住所
〒044-0101
虻田郡京極町字京極５２７番地

毎週月曜日～金曜日　午前９時００分～午後５時００分

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

喜茂別町　建設課

住所
〒044-0292
虻田郡喜茂別町字喜茂別１２３番地

毎週月曜日～金曜日　午前8時45分～午後5時30分
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北海道
窓口名

連絡先 0136-56-8012

FAX 0136-23-2044

URL
http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai
-koutu/sumai/hojyo/

E-mail kenchiku@town.kutchan.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-73-2011（内線：２５７・２５８)

FAX 0135-73-2288

URL http://www.town.kyowa.hokkaido.jp/ E-mail
kenchiku@town.hokkaido-
kyowa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-67-7097

FAX 0135-67-7105

URL http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?page_id=17380 E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-75-2140

FAX 0135-75-3168

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-76-5011

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒048-2292
岩内郡共和町南幌似３８番地の２

毎週月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

岩内町　建設経済部都市整備課　建築係

住所
〒045-8555
岩内郡岩内町字高台134番地1

倶知安町　建設課　住宅係

住所
〒044-0001
虻田郡倶知安町北１条東３丁目

毎週月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

共和町　環境整備課　建築係

神恵内村　産業建設課

住所
〒045-0301
古宇郡神恵内村大字神恵内村８１番地４

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時１５分

泊村　建設水道課

住所
〒045-0202
古宇郡泊村大字茅沼村字臼別１９１番地７

毎週月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時００分
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北海道
窓口名

連絡先 0135-44-2111

FAX 0135-44-2125

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-42-2181（内線：43)

FAX 0135-42-3583

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-32-2516

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-21-2124

FAX 0135-21-2144

URL http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0135-34-6211（内線：31)

FAX 0135-34-6644

URL E-mail suidou2@akaigawa.com

相談日時

備考

住所
〒046-0192
古平郡古平町大字浜町40番地4

毎週月曜日～金曜日 午前８時４５分～午後５時３０分

仁木町建設課

住所
〒048-2492
余市郡仁木町西町１丁目３６番地１

積丹町　建設課

住所
〒046-0201
積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５

毎週月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

古平町建設水道課

赤井川村役場　建設課

住所
〒046-0592
余市郡赤井川村字赤井川７４番地２

毎週月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

毎週月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

余市町　建設水道部　まちづくり計画課

住所
〒046-8546
余市郡余市町朝日町２６番地

毎週月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時１５分
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北海道
窓口名

連絡先 011-398-7226（内線：１８０)

FAX 011-378-2131

URL http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/ E-mail g-tosi@town.nanporo.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-65-2116（内線：157)

FAX 0125-65-2809

URL E-mail kenchiku@town.naie.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-62-2221（内線：354)

FAX 0125-62-3773

URL http://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp E-mail
kamisuna04@town.kamisunagawa.
lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0123-83-2116

FAX 0123-83-3020

URL E-mail n-inose@town.yuni.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0123-76-8024

FAX 0123-88-0888

URL https://www.maoi-net.jp/ E-mail toshiseibi@ad.maoi-net.jp

相談日時

備考

住所
〒079-0392
空知郡奈井江町字奈井江１１番地

午前８時３０分～午後５時（土日祝祭日以外）

専門職員がいるわけではありませんが建築全般について相談を受けます

上砂川町建設課

住所
〒073-0292
上砂川町中央北１条５丁目１番７号

南幌町　都市整備課　都市施設グループ

住所
〒069-0292
空知郡南幌町栄町３丁目２番１号

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時

建築全般

奈井江町　建設環境課　建築公住係

建築全般

長沼町　都市整備課　建築係

住所
〒069-1392
夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

月曜日～金曜日（土日祝祭日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

午前８時３０分～午後５時（土日祝祭日以外）

一般的な施工方法や工事・契約上の留意点

由仁町　建設水道課

住所
〒069-1292
夕張郡由仁町新光２００番地

平日　午前８時３０分～午後５時００分
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北海道
窓口名

連絡先 0123-73-7513

FAX 0123-72-6355

URL http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/ E-mail
gijutsu-
g@town.kuriyama.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0126-53-2322（内線：127)

FAX 0126-53-4373

URL http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp E-mail
kenchiku@town.tsukigata.hokkaid
o.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-68-2113（内線：127)

FAX 0125-68-2258

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-76-2139（内線：2254)

FAX 0125-76-2785

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-32-2411（内線：151)

FAX 0164-32-2355

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒061-0592
樺戸郡月形町１２１９番地

平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

建築全般

浦臼町　建設課

住所
〒061-0692
樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ１８３－１５

栗山町　建設課　技術グループ

住所
〒069-1512
北海道夕張郡栗山町松風３丁目２５２番地

８時３０分～１７時１５分（土日祝日、年末年始を除く）

建築全般

月形町　農林建設課

妹背牛町　建設課

住所
〒079-0592
雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

月曜日～金曜日
(閉庁日を除く)
8:45-17:00

建築に関する全般

平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

建築全般

新十津川町　建設課

住所
〒073-1103
樺戸郡新十津川町字中央３０１番地１

平日　午前８時４５分～午後５時３０分
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http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/
http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先
0164-33-2111（内線：45（住民課
担当）　94（建設課担当）)

FAX 0164-33-3466

URL https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/ E-mail kensetsuka@chippubetsu.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0125-77-2214

FAX 0125-78-3122

URL http://www.town.uryu.hokkaido.jp E-mail kenchiku@town.uryu.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-34-2111（内線：２６１)

FAX 0164-34-2118

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-35-2120

FAX 0164-36-2005

URL E-mail hoken@town.numata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-35-2116

FAX 0164-35-2393

URL
https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/kensetu/index.h
tml

E-mail kensetu@town.numata.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒078-2692
雨竜郡雨竜町字フシコウリウ１０４番地

月曜日～金曜日（閉庁日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

建築に関する全般

北竜町　建設課

住所
〒078-2512
雨竜郡北竜町字和１１－１

秩父別町住民課、建設課

住所
〒078-2192
雨竜郡秩父別町４１０１番地

月曜日～金曜日　　8：30～17：15

・介護保険で要介護認定を受けている方で、住宅改修をしようとする方。（住民課）
・身体障害者手帳の交付を受け、介護を必要とする方で、住宅改修をしようとする方。（住民課）
・秩父別町住宅リフォーム補助金事業に関する問い合わせ（建設課）

雨竜町　産業建設課建築担当

【福祉改修について対応】
・介護保険で要支援・介護認定を受けている方または身体障害者手帳の交付を受けている方の、住宅のバリ
アフリー改修全般

沼田町　建設課　技術グループ

住所
〒078-2202
雨竜郡沼田町南１条３丁目６－５３

月曜日～金曜日（祝日を除く）午前８時４５分～午後５時１５分

【一般改修について対応】
・建築全般

月曜日～金曜日（祝日を除く）午前８時４５分～午後５時１５分

建築全般

沼田町　保健福祉課　福祉グループ

住所
〒078-2202
雨竜郡沼田町南１条３丁目６－５３

月曜日～金曜日（祝日を除く）午前８時４５分～午後５時１５分
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https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/
http://www.town.uryu.hokkaido.jp/
https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/kensetu/index.html
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北海道
窓口名

連絡先 0166-87-2111（内線：215・216)

FAX 0166-87-2850

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0166-83-5413

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0166-84-2111（内線：１７１・１５６)

FAX 0166-84-4883

URL http://www.town.tohma.hokkaido.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0166-85-2111

FAX 0166-85-2389

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01658-6-5111

FAX 01658-6-5110

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒071-1592
上川郡東神楽町南１条西１丁目３番２号

土・日曜祝祭日を除く平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

相談内容の聞き取り

当麻町　住まいのリフォーム119

住所
〒078-1393
上川郡当麻町３条東２丁目１１番１号

鷹栖町　建設水道課

住所
〒071-1292
上川郡鷹栖町南１条３丁目５－１

土・日曜祝祭日を除く平日、午前８時３０分から午後５時１５分まで

相談内容の聞き取りと専門機関の紹介

東神楽町役場建設水道課

相談内容の聞き取り

愛別町建設課

住所
〒078-1492
上川郡愛別町字本町１７９番地

月～金曜日（祝祭日は休み）午前８時３０分～午後５時１５分

相談内容の聞き取り

月～金曜日(開庁時)午前８時３０分～午後５時１５分

高齢になっても、快適に暮らせる住まいを目指すためのリフォーム

比布町　総務企画課

住所
〒078-0392
上川郡比布町北町１丁目２－１

土・日曜祝祭日を除く平日、午前８時３０分から午後５時１５分まで
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http://www.town.tohma.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 01658-2-4060（内線：256)

FAX 01658-2-1220

URL https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/ E-mail
gijutsu@town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0166-82-2111

FAX 0166-82-3644

URL http://town.higashikawa.hokkaido.jp E-mail
toshi.kensetsu@town.higashikawa.
lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0166-92-4460（内線：2365)

FAX 0166-92-4414

URL http://www.town.biei.hokkaido.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0167-45-6981

FAX 0167-45-5362

URL http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0167-44-2125

FAX 0167-39-3884

URL http://www.nakafurano.jp E-mail hofu@nakafurano.jp

相談日時

備考

住所
〒071-1492
上川郡東川町東町1丁目１６番１号

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

・建築に関する全般
・各種補助金の相談

美瑛町　建設水道課　建築係

住所
〒071-0292
美瑛町本町４丁目６－１

上川町　建設水道課　技術グループ

住所
〒078-1753
北海道上川郡上川町南町１８０

８：３０～１７：００（役場開庁日）

東川町役場都市建設課建設室

・技術的アドバイス
・他団体の紹介
・パンフレット等の資料配付
・上富良野町住宅リフォーム等助成金に関すること

中富良野町福祉課

住所
〒071-0753
中富良野町南町１０番１０号

午前８時３０分から午後５時１５分まで（但し、土・日祭日及び１２月３１日～１月５日を除く。)

介護保険及び身体障害者制度に係る住宅改修の支援相談を中心として対応しています。高齢者や障害者の
日常生活自立を図る助成該当工事については、申請等の支援も行っています。

平日　８：３０～１７：１５  （但し、土・日祭日及び12月31日～1月5日を除く。)

・美瑛町住環境整備事業
・一般相談対応

上富良野町　建設水道課　建築施設班

住所
〒071-0596
空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号

月～金曜日(祝祭日、１２月３１日～１月５日を除く)午前８時３０分～午後５時１５分
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https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/
http://town.higashikawa.hokkaido.jp/
http://www.town.biei.hokkaido.jp/
http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/
http://www.nakafurano.jp/


北海道
窓口名

連絡先 0167-44-2123

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0167-52-2179

FAX 0167-52-2225

URL http://town.minamifurano.hokkaido.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0167-56-2172

FAX 0167-56-2184

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0165-32-2424

FAX 0165-32-4238

URL http://www.town.wassamu.hokkaido.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0165-34-2121（内線：241)

FAX 0165-34-2590

URL http://www.town.kembuchi.hokkaido.jp E-mail
kensetsu@town.kembuchi.hokkaid
o.jp

相談日時

備考

住所
〒079-2402
空知郡南富良野町字幾寅８６７番地

平日　午前８時３０分～午後５時１５分まで
（但し、土・日祭日及び12月31日～1月5日を除く。)

一般相談対応

占冠村　建設課　建築担当

住所
〒079-2201
勇払郡占冠村字中央

中富良野町建設水道課建築住宅係

住所
〒071-0795
中富良野町本町９番１号

午前８時３０分から午後５時１５分まで（但し、土・日祭日及び１２月３１日～１月５日を除く。)

相談内容の聞き取りと専門機関の紹介

南富良野町建設課建築係

相談内容の聞き取り、専門機関の紹介

剣淵町建設課　土木建築グループ

住所
〒098-0392
上川郡剣淵町仲町３７番１号

月～金曜日（祝祭日を除く）８：１５～１７：００

住宅の増改築・新築や維持管理に関する相談

月曜日～金曜日　　　午前８時３０分～午後５時１５分

（但し、土・日祭日及び12月31日～1月5日を除く。)

一般相談対応

和寒町　建設課

住所
〒098-0132
和寒町字西町１１１番地

土・日曜祝祭日を除く平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで
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北海道
窓口名

連絡先 01655-4-2511（内線：253)

FAX 01655-4-2517

URL http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/ E-mail
kanri@town.shimokawa.hokkaido.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01656-2-1625

FAX 01656-2-1626

URL http://www.town.bifuka.hokkaido.jp E-mail
b-
kenchiku@town.bifuka.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01656-5-3311（内線：39)

FAX 01656-5-3837

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01656-7-2815（内線：236)

FAX 01656-7-2440

URL E-mail
nakagawa-
kankyo@town.nakagawa.hokkaido.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0165-35-2121（内線：147)

FAX 0165-35-2127

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒098-2252
北海道中川郡美深町字西町１８番地

毎週月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前８時４５分～午後５時３０分

通常の建築指導の一環として受付対応は可能

音威子府村　経済課

住所
〒098-2501
中川郡音威子府村字音威子府

下川町　建設水道課　建設・水道グループ

住所
〒098-1206
上川郡下川町幸町６３番地

月～金曜日　８：３０～１７：１５

相談内容の聞き取り

美深町建設水道課建設林務グループ

幌加内町　建設課

住所
〒074-0492
雨竜郡幌加内町字幌加内４６９９番地

土日祝祭日以外　午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

月～金曜日　８時４５分～１７時１５分

中川町　環境整備課環境整備室

住所
〒098-2892
中川郡中川町字中川３３７番地

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
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北海道
窓口名

連絡先
0164-53-1111（内線：建設課１１
２・１１4／福祉厚生課５１９)

FAX 0164-53-2348

URL http://www.town.mashike.hokkaido.jp/ E-mail
kensetu@town.mashike.hokkaido.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-56-2111（内線：２４２)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-64-2211（内線：136)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-68-7003（内線：105・111)

FAX 0164-62-1219

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0164-67-2211（内線：53)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒078-3392
留萌郡小平町字小平町２１６番地

開庁日　９時～１７時

住宅全般に関すること

苫前町建設課

住所
〒078-3792
苫前郡苫前町字旭３７番地の１

増毛町住宅リフォームヘルパー(建設課・福祉厚生課)

住所
〒077-0292
増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地

平日　８時４５分～１７時１５分（土・日祝祭日は休み）

住宅関係全般に関すること（介護保険に関する場合は福祉厚生課と連携）

小平町生活環境課

住宅リフォームに関すること

初山別村　経済課

住所
〒078-4492
苫前郡初山別村字初山別９６番地１

開庁日　午前８時３０分～午後５時１５分

住宅関係全般に関すること

開庁日　8:30～17:15

住宅全般に関すること

羽幌町町民課

住所
〒078-4198
苫前郡羽幌町南町１番地の１

開庁日　８時４５分～１７時３０分
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http://www.town.mashike.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 01632-7-2115（内線：247)

FAX 01632-7-3695

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先
01632-2-1001（内線：01632-9-
7730（建設課直通）01632-9-7750

FAX 01632-2-2659

URL http://www.teshiotown.hokkaido.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01635-2-3135

FAX 01635-2-3812

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01634-2-2358

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01634-6-1111

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒098-3398
天塩郡天塩町新栄通８丁目

開庁日　８：３０～１７：１５

「天塩町住宅改修等助成金交付事業」の申請手続きは、住民課住民振興係が窓口を担当しています。なお、
バリアフリー改修部分にかかる助成額の上乗せもあります。

猿払村建設課建築係

住所
〒098-6232
猿払村鬼志別西町１７２番地１

遠別町役場建設課技術係

住所
〒098-3543
天塩郡遠別町字本町３丁目３７番地

平日　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日祝祭日は休み）

住宅全般に関すること

天塩町　建設課建築係・住民課住民振興係

中頓別町　建設課建設グループ

住所
〒098-5595
中頓別町字中頓別１７２番地６

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

浜頓別町役場建設課建築係

住所
〒098-5792
浜頓別町中央南１番地

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
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http://www.teshiotown.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 0163-62-1250（内線：2403)

FAX 0163-62-3353

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0162-82-1001（内線：151)

FAX 0162-82-2806

URL http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/ E-mail
kensetuka@town.toyotomi.hokkai
do.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0163-86-1001（内線：243)

FAX 0163-86-1007

URL E-mail kenchiku@town.rebun.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0163-84-2345（内線：133,134)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0163-82-2511（内線：162)

FAX 0163-82-1373

URL http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/ E-mail
kensetsuka@town.rishirifuji.hokkai
do.jp

相談日時

備考

住所
〒098-4110
天塩郡豊富町大通６丁目

月～金曜日　午前９時～午後５時

町民からの相談全般

礼文町建設課

住所
〒097-1201
礼文町大字香深村字トンナイ

枝幸町建設課建築公営住宅グループ

住所
〒098-5892
枝幸郡枝幸町本町９１６番地

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

技術的な相談のみ対応しています。

豊富町役場　建設課建築係

利尻富士町建設課建設農林係

住所
〒097-0101
利尻富士町鴛泊字富士野６番地

月～金曜日（８時３０分～１７時１５分）

町民からの住宅相談窓口

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

利尻町まち環境整備課土木建築係

住所
〒097-0401
利尻町沓形字緑町１４番地１

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
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http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/
http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 01632-5-1116（内線：265)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0152-73-1111（内線：257)

FAX 0152-72-4869

URL http://www.town.bihoro.hokkaido.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0152-76-2151（内線：２５６)

FAX 0152-76-1217

URL http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/ E-mail tsubetsu_arc@sirius.ocn.ne.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0152-26-8378

FAX 0152-23-4150

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0152-25-2131（内線：１５３)

FAX 0152-25-3571

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒092-8650
網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地

月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

各種相談について可能な範囲で対応しています。

津別町役場　建設課

住所
〒092-0292
網走郡津別町字幸町４１番地

幌延町建設管理課建設グループ

住所
〒098-3207
天塩郡幌延町宮園町１番地

開庁日　午前９時～午後５時

住宅全般に関すること

美幌町建設水道部建築グループ指導担当

リフォームに関する相談・助言等

清里町役場産業建設課

住所
〒099-4492
斜里郡清里町羽衣町１３番地

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時１５分～午後５時

リフォームに関する相談・助言等

平日（役場開庁時）午前８時３０分～午後５時１５分

建築に係る各種相談及び他の窓口紹介
住宅リフォーム支援者名簿の設置・閲覧
各種参考資料の閲覧・配付

斜里町産業部建設課

住所
〒099-4192
斜里郡斜里町本町１２番地

月～金　ＡＭ８：４５～ＰＭ５：３０(役場開庁時間）
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http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/
http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 0152-62-4475（内線：295)

FAX 0152-62-4198

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0157-47-2118

FAX 0157-47-2600

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0157-52-3314

FAX 0157-52-3353

URL http://www.town.oketo.hokkaido.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01587-2-1210

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0158-42-4817

FAX 0158-42-3688

URL http://engaru.jp/ E-mail kensetu@engaru.jp

相談日時

備考

住所
〒099-1498
常呂郡訓子府町東町３９８番地

役場開庁時：午前８時４５分から午後５時３０分まで

可能な範囲で対応しています。

置戸町役場　施設整備課　建築係

住所
〒099-1100
常呂郡置戸町字置戸181番地

小清水町　建設課建設係

住所
〒099-3698
斜里郡小清水町字小清水217番地の１

役場開庁時：午前８時４５分から午後５時３０分まで

可能な範囲で対応しています。

訓子府町建設課建築係

可能な範囲で対応しています。

遠軽町経済部建設課

住所
〒099-0492
紋別郡遠軽町１条通北３丁目

月曜日～金曜日　ＡＭ８：４５～ＰＭ５：３０

可能な範囲で対応しています。

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

可能な範囲で対応します。高齢者等（65歳以上及び障害者）のバリアフリー化リフォームについては、地域福
祉センターが相談窓口となります。

佐呂間町　建設課建築係

住所
〒093-0592
常呂郡佐呂間町字永代町３－１

役場開庁日　午前８時３０分～午後５時１５分
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http://www.town.oketo.hokkaido.jp/
http://engaru.jp/


北海道
窓口名

連絡先 01586-2-5869

FAX 01586-2-2511

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0158-29-2111（内線：240)

FAX 0158-29-3588

URL http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/ E-mail
kentiku@town.takinoue.hokkaido.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0158-82-2166（内線：241)

FAX 0158-82-4058

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0158-87-2111（内線：15)

FAX 0158-87-2777

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0158-84-2121（内線：262)

FAX 0158-84-2844

URL E-mail kentiku@town.oumu.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒099-5692
紋別郡滝上町字滝ノ上市街地４条通２丁目１番地

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

可能な範囲で対応しています。

興部町建設課建築維持係

住所
〒098-1692
紋別郡興部町字興部７１０番地

湧別町建設課

住所
〒099-6592
紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

可能な範囲で対応しています。

滝上町　建設課　建築係

可能な範囲で対応しています。

雄武町　建設水道課建築係

住所
〒098-1792
紋別郡雄武町字雄武７００番地

役場開庁時　午前８時３０分～午後５時１５分

建築全般

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

可能な範囲で対応しています。

西興部村産業建設課建築係

住所
〒098-1501
紋別郡西興部村字西興部１００番地

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
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http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 0152-74-2111（内線：328)

FAX 0152-74-3643

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0142-83-1415

FAX 0142-83-2129

URL http://www.town.toyoura.hokkaido.jp E-mail
kenchiku@town.hokkaido-
toyoura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0142-66-2121（内線：34)

FAX 0142-66-7001

URL http://www.town.sobetsu.hokkaido.jp E-mail kensetsu@town.sobetsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0144-82-4215

FAX 0144-82-4391

URL http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp E-mail toshi@town.shiraoi.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0145-27-2325

FAX 0145-27-2328

URL E-mail
kenchikujyuutaku@town.atsuma.lg
.jp

相談日時

備考

住所
〒049-5492
虻田郡豊浦町字船見町１０番地

月曜日～金曜日
午前８時４５分～午後５時３０分

住宅相談

壮瞥町　建設課建築住宅係

住所
〒052-0101
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町２８７番地７

大空町　建設課　建設グループ

住所
〒099-2392
網走郡大空町女満別西３条４丁目１－１

月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前８時４５分～午後５時３０分

リフォームに関する相談・助言等

豊浦町役場　建設課建築係

住宅相談

厚真町　建設課建築住宅グループ

住所
〒059-1692
北海道勇払郡厚真町京町１２０番地

月曜日～金曜日（祝祭日除く）

８：３０～１７：３０

住宅相談

月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）　午前８時４５分～午後５時３０分

住宅相談

白老町　建設課　都市住宅グループ

住所
〒059-0995
白老郡白老町大町１丁目１番１号

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）　
午前８時３０分～午後５時１５分
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http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/
http://www.town.sobetsu.hokkaido.jp/
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/


北海道
窓口名

連絡先 0142-74-3007

FAX 0142-76-4727

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0145-22-2516

FAX 0145-22-3006

URL http://www.town.abira.lg.jp/ E-mail kenchiku@town.abira.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0145-42-2427（内線：2934)

FAX 0145-42-3771

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01456-2-6187

FAX 01456-2-6190

URL http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kanzai/ E-mail kanzai@town.hidaka.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01457-6-2084

FAX

URL http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kanzai/ E-mail kanzai@town.hidaka.hokkaido.jp

相談日時

備考

住所
〒059-1595
北海道勇払郡安平町早来大町９５番地

月曜日～金曜日（祝祭日除く）
８：３０～１７：１５

・町内に住所を有する方、または安平町に移住される方
・町内の建設業者に依頼する工事であること
・住宅の所有者であり、かつ、現に居住していること（原則）

むかわ町　建設水道課　技術グループ

住所
〒054-8660
北海道勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地

洞爺湖町　建設課　建築グループ

住所
〒049-5692
虻田郡洞爺湖町栄町５８番地

月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

住宅相談

安平町　建設課　施設グループ

本庁舎及び日高総合支所にて相談について随時対応しています。

日高総合支所地域経済課　施設管理Ｇ

住所
〒055-2306
沙流郡日高町本町東３丁目２９９－１

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日

午前８時３０分から午後５時１５分まで

本庁舎及び日高総合支所にて相談について随時対応しています。

月曜日～金曜日（祝祭日除く）午前８時４５分～午後５時３０分

住宅相談

日高町管財建築課　建築・公営住宅Ｇ

住所
〒059-2192
沙流郡日高町門別本町２１０番地の１

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時１５分まで
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http://www.town.abira.lg.jp/
http://www.town.mukawa.lg.jp/
http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kanzai/
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北海道
窓口名

連絡先 01457-2-2226

FAX 01457-2-3988

URL E-mail kenchiku@town.biratori.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0146-47-2519

FAX 0146-47-2600

URL E-mail niikappukensetu@air.ocn.ne.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0146-26-9011

FAX 0146-22-1240

URL https://www.town.urakawa.hokkaido.jp E-mail
kensetsu@town.urakawa.hokkaido
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0146-36-2115

FAX 0146-36-2662

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01466-2-2114

FAX 01466-2-2797

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒059-2492
新冠郡新冠町字北星町３番地の２

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時１５分まで

リフォーム及び建築に係る相談、助言。

浦河町建設課建築係

住所
〒057-8511
浦河郡浦河町築地１丁目３番１号

平取町建設水道課建築係

住所
〒055-0192
沙流郡平取町本町２８

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

一般的な住宅相談、専門機関の紹介、パンフレット等の配付

新冠町　建設水道課建設Ｇ（建築担当）

住宅に関して新築工事も含め、増改築工事等の相談に対応します。

えりも町建設水道課建築管財係

住所
〒058-0292
幌泉郡えりも町本町２０６

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日
午前８時４５分から午後５時３０分

住宅相談があれば対応します。

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時１５分

住宅など相談があれば、対応します。

様似町建設水道課建築係

住所
〒058-8501
様似郡様似町大通１丁目２１番地

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日

午前８時４５分から午後５時３０分
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北海道
窓口名

連絡先 0146-49-0328（内線：263)

FAX 0146-43-3900

URL E-mail juutaku@town.shinhidaka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0155-42-2111（内線：３２２・３２３)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01564-5-5216（内線：1137)

FAX 01564-5-2860

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01564-2-4297（内線：152)

FAX 01564-2-4637

URL http://www.kamishihoro.jp/section/kensetsuka E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0156-66-4033（内線：224・491)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒080-0198
河東郡音更町元町２番地

平日　午前８時４５分～午後５時３０分

一般的な住宅相談、専門機関の紹介、パンフレット等の配布

士幌町役場　建設課　建設グループ

住所
〒080-1200
河東郡士幌町字士幌２２５番地

新ひだか町　産業建設部建設課住宅建築・維持Ｇ

住所
〒056-8650
日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号

土・日曜、祭日を除く月曜日から金曜日
午前８時４５分から午後５時３０分

静内庁舎、三石総合支所にて随時、住宅相談があれば対応しています。

音更町建設水道部建築住宅課

耐震関係、建築基準法及び一般的な住宅相談

鹿追町　建設水道課　建築係

住所
〒081-0292
河東郡鹿追町東町１丁目１５番地１

月～金曜日　８：３０～１７：１５（祝祭日、担当者不在時は除く）

建築基準法及び一般的な住宅相談、耐震関係相談

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝祭日、担当者不在時を除く）

建築基準法及び一般的な住宅相談

上士幌町役場　建設課建築担当

住所
〒080-1492
河東郡上士幌町字上士幌東３線２３８番地

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝祭日は除く）
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北海道
窓口名

連絡先 0156-64-0529（内線：１７５)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0156-62-2113（内線：２４３)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0155-62-9726（内線：414)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0155-67-2496

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0155-52-5200

FAX 0155-52-3286

URL http://www.sarabetsu.jp/ E-mail kensetu@sarabetsu.jp

相談日時

備考

住所
〒089-0192
上川郡清水町南４条２丁目２番地

月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分（祝祭日、担当者不在時は除く）

建築基準法及び一般的な住宅相談、耐震診断及び耐震改修の助成制度の紹介

芽室町役場　建設都市整備課　都市建築係

住所
〒082-8651
河西郡芽室町東２条２丁目１４

新得町　施設課建築係

住所
〒081-8501
上川郡新得町３条南４丁目２６

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝祭日は除く）

耐震関係相談、建築基準法及び一般的な住宅相談

清水町役場　建設課　建築係

建築基準法及び一般的な住宅相談

更別村役場　建設水道課　建築係

住所
〒089-1595
河西郡更別村字更別南１線９３番地

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

建築基準法及び一般的な住宅相談

月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分（祝祭日、担当者不在時は除く）

建築基準法及び一般的な住宅相談、無料耐震診断及び耐震改修補助制度等の案内

中札内村役場　施設課施設グループ

住所
〒089-1392
河西郡中札内村大通南２丁目３

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
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北海道
窓口名

連絡先 01558-6-2111（内線：236)

FAX 01558-6-5011

URL http://www.town.taiki.hokkaido.jp/ E-mail mailmaster@town.taiki.hokkaido.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 01558-2-0178（内線：２６１)

FAX 01558-2-4933

URL http://www.town.hiroo.hokkaido.jp/ E-mail k-kenchiku@town.hiroo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0155-54-6623

FAX 0155-54-3611

URL E-mail
kenchikukakari@town.makubetsu.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 015-572-3269

FAX 015-572-5560

URL https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp E-mail
kenchiku@town.hokkaido-
ikeda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 015-574-2215（内線：365)

FAX 015-574-2389

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒089-2692
広尾郡広尾町西４条７丁目１

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝祭日、担当者不在時は除く）

一般的な住宅相談、専門機関の紹介、パンフレット等の配布

幕別町　都市計画課　建築係

住所
〒089-0692
中川郡幕別町本町１３０番地１

大樹町役場　建設水道課　建築係

住所
〒089-2195
広尾郡大樹町東本通３３番地

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

建築基準法及び一般的な住宅相談

広尾町　建設水道課　建築公住係

一般的な住宅相談、専門機関の紹介、パンフレット等の配布

豊頃町役場施設課建築住宅係

住所
〒089-5392
中川郡豊頃町茂岩本町１２５番地

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（ただし祝祭日、午後１２時～午後１時の間及び担当者不在の場
合を除く）

耐震診断、性能向上リフォーム等の技術的アドバイス

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分（祝祭日、担当者不在時は除く）

相談項目は次のとおりです。
①建築基準法及び一般的な住宅相談
②リフォーム及び耐震改修に関する相談
③パンフレット等の配布

池田町　建設水道課　建築係

住所
〒083-8650
中川郡池田町字西１条７丁目

月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分（祝祭日、担当者不在時を除く）
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北海道
窓口名

連絡先 0156-22-8122（内線：216)

FAX 0156-22-3237

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0156-25-2141（内線：381)

FAX 0156-25-2402

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0156-27-2141（内線：224)

FAX 0156-27-2797

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 015-576-2139

FAX 015-576-2519

URL http://www.urahoro.jp/ E-mail sisetu@urahoro.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0154-62-2195

FAX 0154-62-2713

URL
http://www.town.kushiro.lg.jp/living-
guide/41103/00016/180212380909.html

E-mail toshi_kenchiku@town.kushiro.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒089-3716
足寄郡足寄町北４条１丁目48番地1

月～金曜日　８：４５～１７：３０
（祝祭日、12:00～13:00、担当者不在時を除く）

建築基準法及び一般的な相談

陸別町役場　建設課　建築担当

住所
〒089-4300
足寄郡陸別町東１条３丁目１番地

本別町　建設水道課土木・建築・車両・公園担当

住所
〒089-3392
中川郡本別町北２丁目４番地１

月～金曜日　８：３０～１７：１５（祝祭日、担当者不在時は除く）

足寄町役場　建設課　建築担当

釧路町経済部都市建設課建築係

住所
〒088-0692
釧路町別保１丁目１番地

平日　午前８時４５分～午後５時１５分（１２時１５分～午後１時を除く）

月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分
（祝祭日、担当者不在時を除く）

浦幌町役場　施設課　建築住宅係

住所
〒089-5692
十勝郡浦幌町字桜町１５番地６

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
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北海道
窓口名

連絡先 0153-52-3131（内線：282～284)

FAX 0153-52-3138

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0153-62-2343

FAX 0153-62-2229

URL https://www.townhamanaka.jp/ E-mail kenchiku@town.hamanaka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 015-485-2111（内線：276)

FAX 015-485-4111

URL http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/yakuba/ E-mail
info@office.town.shibecha.hokkaid
o.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 015-482-2191（内線：355)

FAX 015-482-2696

URL E-mail
kensetsu@town.teshikaga.hokkaid
o.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0154-64-2111

FAX 0154-64-2577

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒088-1592
浜中町湯沸445番地

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

標茶町　建設課　建築係

住所
〒088-2312
川上郡標茶町川上４丁目２番地

厚岸町役場　建設課　建築係

住所
〒088-1192
厚岸町真栄３丁目１番地

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

浜中町　建設課　建築係

鶴居村役場建設課建築係

住所
〒085-1203
阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

弟子屈町　建設課　建築係

住所
〒088-3292
川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分
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北海道
窓口名

連絡先 01547-2-2171（内線：284)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0153-75-2111（内線：3311、3312)

FAX 0153-75-0692

URL E-mail kentikujuutaku@betsukai.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0153-73-3111（内線：351・354)

FAX 0153-73-5333

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0153-82-2131（内線：２２４・２３３)

FAX 0153-82-1787

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0153-87-2163（内線：2601)

FAX 0153-87-2916

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒086-0205
野付郡別海町別海常盤町２８０番地

月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分（開庁日）

町内の住宅であること（原則）

中標津町　都市住宅課

住所
〒086-1197
標津郡中標津町丸山２丁目２２番地

白糠町役場　経済部　建設課　建築係

住所
〒088-0392
白糠郡白糠町西１条南１丁目１番地１

午前８時３０分～午後５時００分
（土日祝日を除く）

別海町　住宅相談窓口(建築住宅課)

町内の建築物であること（原則）

羅臼町　建設水道課

住所
〒086-1892
目梨郡羅臼町栄町１００番地８３

月曜日～金曜日（開庁日のみ）午前８時４５分～午後５時３０分

町内の建築物であること(原則)

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（開庁日）

町内の建築物であること（原則）

標津町　住宅耐震相談窓口(建設水道課)

住所
〒086-1632
標津郡標津町北２条西１丁目１番３号

月曜日～金曜日（開庁日）午前９時００分～午後５時００分
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	01北海道

