
埼玉県
窓口名

連絡先 048-658-3017

FAX

URL http://www.saijk.or.jp/ E-mail a5550@pref.saitama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-829-1520

FAX 048-829-1982

URL https://www.city.saitama.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-224-5022

FAX 049-222-5454

URL http://www.city.kawagoe.saitama.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-39-4809

FAX 0493-39-5603

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-242-6326

FAX 048-285-2003

URL http://www.city.kawaguchi.lg.jp E-mail
110.01500@city.kawaguchi.saita
ma.jp

相談日時

備考

埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ

住所
〒330-0853
埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０

年末年始（１２／２９～１／３）を除く毎日午前１０：００～午後６：３０

さいたま市建設局建築部住宅政策課

毎月第２・４火曜日１３：００～１６：００

相談名称「住宅修繕相談」

熊谷市都市整備部建築審査課

住所
〒360-0195
熊谷市中曽根654-1（大里庁舎）

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１６：３０

住所
〒330-9588
埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－４

月曜～金曜（祝日を除く）８：３０～１７：１５

契約上の相談は消費生活総合センターで受け付けています。

川越市市民部広聴課市民相談担当

住所
〒350-8601
川越市元町１－３－１

予約が必要です。

川口市都市計画部住宅政策課

住所
〒334-0011
埼玉県川口市三ツ和１－１４－３（鳩ヶ谷庁舎）

無料建築相談
原則、毎月第２・第４木曜日（祝祭日を除く）午後２時～４時

相談日前日の正午までにお電話でご予約ください。
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埼玉県
窓口名

連絡先 048-550-1551（内線：5612)

FAX 048-553-4544

URL http://www.city.gyoda.lg.jp/ E-mail k-kaihatu@city.gyoda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0494-26-6869（内線：2524・2525)

FAX 0494-26-5967

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04-2998-9092

FAX 04-2998-9041

URL http://www.city.tokorozawa.saitama.jp E-mail a9092@city.tokorozawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-973-2170

FAX 042-974-6770

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-973-2111（内線：417)

FAX 042-973-8455

URL https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/695 E-mail seian@city.hanno.lg.jp

相談日時

備考

行田市都市整備部建築開発課

住所
〒361-0052
埼玉県行田市本丸2-20

毎週月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

秩父市地域整備部建築住宅課

住宅増改築等相談
毎月第２火曜日 午後１時～３時３０分まで（受付時間）

建築関係専門業者団体が主催する相談会です。
主として建築技術に関する相談に応じます。
契約トラブルなど法的な相談については市民相談課及び消費生活センター（０４－２９９８－９２０４）にお問い
合せください。

飯能市建設部建築課

住所
〒357-8501
飯能市大字双柳１－１

午前８時３０分から午後５時１５分（土・日・祝祭日を除く）

住所
〒368-8686
秩父市熊木町８番１５号

午前８時３０分から午後５時１５分
（土・日・祝休日を除く）

市民の方からリフォームの法律上の手続き等についての相談を承ります。

所沢市市民部市民相談課

住所
〒359-8501
所沢市並木１－１－１

飯能市消費生活センター

住所
〒357-8501
飯能市大字双柳１－１

午前１０時から１２時、午後１時から４時まで（土日・祝日を除く）

消費生活相談を担当しています。
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埼玉県
窓口名

連絡先 0480-62-1111（内線：283、284)

FAX 0480-62-1934

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0495-25-1140（内線：2114)

FAX 0495-24-0242

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-23-2221（内線：591)

FAX 0493-24-8857

URL http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/ E-mail
kaiken@city.higashimatsuyama.lg.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
048-736-1111（内線：3619・
3620・3621)

FAX 048-736-1974

URL http://www.city.kasukabe.lg.jp/ E-mail jutaku@city.kasukabe.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04-2953-1111（内線：2177)

FAX 04-2954-8877

URL http://www.city.sayama.saitama.jp/ E-mail kentiku@city.sayama.saitama.jp

相談日時

備考

加須市都市整備部建築課

住所
〒347-8501
加須市三俣二丁目１番地１

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日・年末年始を除く）

本庄市都市整備部建築開発課

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日・年末年始を除く）

春日部市都市整備部住宅政策課

住所
〒344-8577
春日部市中央六丁目２番地

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝祭日・年末年始を除く）

住所
〒367-8501
本庄市本庄３－５－３

月曜日から金曜日（閉庁日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分

住宅リフォームや耐震診断・改修に関する相談窓口となります。
詳細についてはお問い合わせください。

東松山市都市計画部住宅建築課

住所
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町１－１－５８

窓口にてパンフレット等で情報を提供しています。

狭山市都市建設部建築審査課

住所
〒350-1380
狭山市入間川１－２３－５

月～金曜日（祝日を除く）８時３０分～１２時／　　１３時～１７時１５分

悪質リフォーム等の相談は、別途、消費生活センターにご相談願います
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埼玉県
窓口名

連絡先 048-561-1121（内線：261・262)

FAX 048-561-6380

URL http://www.city.hanyu.lg.jp/ E-mail machi@city.hanyu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-541-1321（内線：3263)

FAX 048-577-8464

URL E-mail
kenchiku@city.kounosu.saitama.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-574-6655

FAX 048-571-1092

URL http://www.city.fukaya.saitama.jp E-mail kentiku@city.fukaya.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-775-8490

FAX 048-775-9906

URL https://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s358000/ E-mail s358000@city.ageo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-775-6925（内線：531)

FAX 048-775-9872

URL http://www.city.ageo.lg.jp/ E-mail s251000@city.ageo.lg.jp

相談日時

備考

羽生市まちづくり部まちづくり政策課

住所
〒348-8601
羽生市東6丁目15番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～12:00、13:00～17:15

鴻巣市都市建設部建築住宅課

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

木造住宅の無料簡易耐震診断及び耐震診断・耐震改修補助の受付を行っています。

上尾市都市整備部建築安全課

住所
〒362-8501
上尾市本町3-1-1

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～12:00、13:00～17:00

住所
〒365-8601
鴻巣市中央１番１号

現在はなし

深谷市建築住宅課

住所
〒366-8501
深谷市仲町１１－１

木造住宅の無料簡易耐震診断を行っています。
また、木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助制度があります。

上尾市環境経済部環境政策課

住所
〒362-8501
上尾市本町3-1-1

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～12:00、13:00～17:00

「上尾市省エネ住宅改修補助金」の受付を行っております。（平成31年度の受付は、予算額の上限に達した
ため終了しました。）
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埼玉県
窓口名

連絡先 048-922-1958

FAX 048-922-3148

URL http://www.city.soka.saitama.jp E-mail
kenchikusido@city.soka.saitama.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-941-6111

FAX 048-941-6157

URL http://www.city.soka.saitama.jp E-mail
shohiroseika@city.soka.saitama.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-922-3477

FAX 048-922-3406

URL E-mail sangyosinko@city.soka.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-963-9205

FAX 048-965-0948

URL http://www.city.koshigaya.saitama.jp E-mail kenju@city.koshigaya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-432-3200（内線：303・304)

FAX 048-431-6789

URL https://www.city.warabi.saitama.jp E-mail kenchiku@city.warabi.saitama.jp

相談日時

備考

草加市都市整備部建築指導課

住所
〒340-0014
草加市住吉１－５－２

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時まで（祝祭日、年末年始を除く。）

耐震診断、耐震改修に関する相談を承ります。

草加市消費生活センター

8:30～17:15（土日・祝日を除く）

越谷市都市整備部建築住宅課

住所
〒343-8501
越谷市越ヶ谷４－２－１

毎月第３火曜日　９：３０～１１：３０　　事前予約制（予約は第２火曜日まで）

住所
〒340-0053
草加市旭町６－１３－２０

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9:30～16:00

先ずはお電話にてご相談ください。

草加市自治文化部産業振興課

住所
〒340-8550
草加市高砂１−１−１

住宅リフォームや耐震診断・改修に関する技術的相談をお受けします。悪質リフォーム、契約トラブルに関す
るご相談は消費生活センター（ＴＥＬ：０４８－９６５－８８８６）にお願いします。

蕨市都市整備部建築課

住所
〒335-8501
埼玉県蕨市中央5-14-15

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
8:30～12:00、13:00～17:00
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埼玉県
窓口名

連絡先 048-441-1800（内線：383)

FAX 048-433-2200

URL http://www.city.toda.saitama.jp/index.html E-mail matidukuri@city.toda.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
04-2964-1111（内線：3324・
3325・3331)

FAX 04-2965-0232

URL http://www.city.iruma.saitama.jp/ E-mail ir274000@city.iruma.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-423-3854（内線：２５９４・５)

FAX 048-463-9490

URL http://www.city.asaka.lg.jp E-mail kaihatu_kentiku@city.asaka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-473-1111（内線：2532)

FAX 048-474-4384

URL http://www.city.shiki.lg.jp/ E-mail kentiku@city.shiki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-473-1111（内線：3200)

FAX 048-474-7009

URL http://www.city.shiki.lg.jp/ E-mail sankan@city.shiki.lg.jp

相談日時

備考

戸田市役所都市整備部まちづくり推進課

住所
〒335-8588
戸田市上戸田１－１８－１

月～金曜日（祝日除く）８：３０～１２：００／１３：００～１７：１５

耐震診断、耐震改修に関する相談を承ります。
リフォームなどの「住まいの何でも相談」は、防犯くらし交通課、個人住宅等の改修工事費を一部助成する
「戸田市住宅改修資金助成制度」は、経済政策課へお問い合わせください。

入間市都市整備部開発建築課建築審査担当

住宅建築相談（耐震診断・耐震改修などのご相談）：第２水曜日（１月は第３水曜日）１４：００～１６：００

①朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金制度に関するご相談は市民環境部産業振興課まで　電話０４８－
４６３－１９０３
②消費生活相談（契約に関するトラブルの相談）は市民環境部地域づくり支援課まで　電話０４８－４６３－２
６４８

志木市都市整備部建築開発課

住所
〒353-8501
志木市中宗岡１－１－１

随時

住所
〒358-8511
入間市豊岡１－１６－１

年末年始（１２／２９～１／３）を除く平日午前８：３０～午後５：１５

悪質リフォーム、金銭トラブルについての相談は消費生活センターにお願いします。

朝霞市都市建設部開発建築課住宅政策係

住所
〒351-8501
朝霞市本町１－１－１

耐震診断、耐震設計（分譲マンションのみ）、耐震改修に関する相談を承ります。
契約に関する相談は産業観光課で承ります。
FAXは、令和4年7月19日より通信可能です。

志木市消費生活センター（志木市市民生活部産業観光課）

住所
〒353-8501
志木市中宗岡１－１－１

毎週月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前１０時から正午、午後１時から午後３時３０分

消費生活相談（悪質な訪問販売や契約等）に関する相談を承ります
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埼玉県
窓口名

連絡先 048-464-1111（内線：2673)

FAX 048-464-1192

URL http://www.city.wako.lg.jp E-mail c0300@city.wako.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-477-1111（内線：1553)

FAX

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-786-3211（内線：2754)

FAX 048-786-5043

URL http://www.city.okegawa.lg.jp/ E-mail kentiku@city.okegawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0480-22-1111（内線：４６９６)

FAX 0480-22-0300

URL http://www.city.kuki.lg.jp/ E-mail kenchikushinsa@city.kuki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-594-5574

FAX 048-592-4925

URL https://www.city.kitamoto.lg.jp/ E-mail a04000@city.kitamoto.lg.jp

相談日時

備考

和光市市民環境部産業支援課

住所
〒351-0192
和光市広沢１－５

住宅相談：月～金曜日（祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

住宅相談は建設業者団体連絡会において、住宅の増改築、修繕に関する相談、情報提供を行っています。
消費生活相談（悪質リフォーム等）は市民活動推進課、耐震相談は建築課、介護保険居宅介護住宅改修は
長寿あんしん課が窓口を行っています。

新座市まちづくり未来部建築審査課

毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで

悪質リフォーム等の消費生活相談は、別途、自治振興課にご相談願います。

久喜市　建設部　建築審査課

住所
〒346-0024
埼玉県久喜市北青柳１４０４－７

毎週月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分から午後５時１５分

住所
〒352-8623
新座市野火止１－１－１

新座市で実施される耐震助成制度に関する相談：随時
新座市で実施される住まいの感染症対策改修等工事費補助制度に関する相談：随時

消費生活センター：消費生活相談（契約・悪質リフォーム等）：午前９時～午後４時３０分

桶川市都市整備部建築課

住所
〒363-8501
埼玉県桶川市泉１丁目３番２８号

住宅の耐震相談・耐震助成について受付けています。悪質リフォーム等の相談は本市の「消費生活相談」や
「法律相談」をご利用ください。
毎月、建築士団体による耐震・リフォーム相談が埼玉東部消防組合消防本部で開催されています。

北本市都市整備部都市計画政策課

住所
〒364-8633
北本市本町１丁目１１１番地

毎週月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで

①消費生活相談　市民課
②法律相談　市民課
③市内建設事業者団体による相談会（毎月第２土曜）　産業観光課
④空き家改修補助　都市計画政策課
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埼玉県
窓口名

連絡先
048-996-2111（内線：468・469・
497)

FAX 048-997-7669

URL http://www.city.yashio.lg.jp/ E-mail
kaihatsukenchiku@city.yashio.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-251-2711（内線：418)

FAX 049-254-0210

URL
http://153.127.161.103/shisei/10soshiki/kensetsu/31kentiku.
html

E-mail kensetsu@city.fujimi.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-930-7743

FAX 048-953-8981

URL E-mail kaihatsu@city.misato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-768-3111（内線：266)

FAX 048-765-1704

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-283-1331（内線：543)

FAX 049-283-1685

URL https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/37/ E-mail sakado65@city.sakado.lg.jp

相談日時

備考

埼玉県八潮市都市デザイン部開発建築課

住所
〒340-8588
八潮市中央一丁目２－１

８：３０～１７：１５
月～金（祝日・休日・年末年始を除く）

・悪質リフォーム等の消費生活相談は、商工観光課にご相談ください。
・耐震改修等の相談は、開発建築課にご相談ください。

富士見市建設部建築指導課

午前８時半から午後５時１５分（土・日・祝祭日を除く）

耐震相談も随時受付けています。
耐震改修と併せて実施するリフォーム工事の補助金については市役所商工観光課に問合せください。
悪質リフォーム等の消費生活相談は、別途、市役所消費生活センターにご相談ください。

蓮田市都市整備部建築指導課

住所
〒349-0193
蓮田市大字黒浜2799-1

午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）

住所
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の１

８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始を除く）

耐震診断・改修の相談も実施しています。

三郷市まちづくり推進部開発指導課

住所
〒341-8501
三郷市花和田６４８－１

①リフォネットに登録された事業者を紹介　②耐震診断・改修の相談

坂戸市都市整備部住宅政策課

住所
〒350-0292
坂戸市千代田１－１－１

毎月第３木曜日

住まいのリフォーム相談【無料】
住まいの修理や困りごと、リフォームに関する相談を受け付けています。
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http://www.city.yashio.lg.jp/
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埼玉県
窓口名

連絡先 0480-43-1111（内線：572)

FAX 0480-43-1123

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-271-1111（内線：241)

FAX 049-271-1190

URL https://www.city.tsurugashima.lg.jp/ E-mail 10600010@city.tsurugashima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-989-2111（内線：３３５３)

FAX 042-985-3371

URL https://www.city.hidaka.lg.jp/ E-mail tosikeikaku@city.hidaka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-982-9697（内線：2209)

FAX 048-981-5392

URL https://www.city.yoshikawa.saitama.jp E-mail
shoukou2@city.yoshikawa.saitam
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-262-9043（内線：６４８)

FAX 049-261-0797

URL E-mail jyutaku@city.fujimino.saitama.jp

相談日時

備考

幸手市建設経済部建築指導課

住所
〒340-0192
幸手市東４－６－８

8:30～17:15（土日、祝日を除く）

鶴ヶ島市役所都市整備部都市計画課

８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５（土日祝日、年末年始を除く）

建築に関する相談
耐震診断・耐震改修に関する相談

吉川市産業振興部商工課商工観光係

住所
〒342-8501
吉川市きよみ野一丁目1番地

８：３０～１７：００(土日・祝日・年末年始を除く）

住所
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16-1

開庁日の朝８時３０分から午後５時１５分まで

耐震相談・関係相談窓口のご紹介およびパンフレット等の配布

日高市都市整備部都市計画課建築指導・開発指導担当

住所
〒350-1292
日高市南平沢１０２０

ふじみ野市　都市政策部　建築課　住宅政策係

住所
〒356-8501
ふじみ野市福岡１－１－１

随時

建築課建築指導係：既存住宅耐震診断・耐震改修工事費補助金担当
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埼玉県
窓口名

連絡先 0480-92-1111（内線：234)

FAX 0480-93-5038

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0480-92-1111（内線：294)

FAX 0480-93-5039

URL E-mail shokokanko@city.shiraoka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-721-2111（内線：2213)

FAX 048-721-2136

URL https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000000910.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-258-0019（内線：214・215)

FAX 049-274-1013

URL http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/ E-mail
kanko@town.saitama-
miyoshi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-295-2112（内線：158・159)

FAX 049-295-0771

URL https://www.town.moroyama.saitama.jp/ E-mail mati@town.moroyama.lg.jp

相談日時

備考

白岡市都市整備部建築課

住所
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野４３２

８：３０～１７：１５（年末年始、土日祝日を除く）

耐震診断・耐震改修に関する相談

白岡市市民生活部商工観光課

不定期

常設ではない

三芳町観光産業課

住所
〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１１００番地１

８：３０～１７:１５
（年末年始、土日祝日を除く）

住所
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野４３２

午前８時３０分から午後５時１５分まで
（年末年始、土曜祝日を除く）

リフォーム業者の紹介

伊奈町住民相談室

住所
〒362-8517
埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地

悪質リフォーム等の消費生活相談は、観光産業課消費生活相談室にご相談ください。受付は、開庁日の水
曜日を除く午前10時から午後4時まで。耐震診断・耐震改修等に関するご相談は、都市計画課で受付けま
す。

毛呂山町まちづくり整備課

住所
〒350-0493
入間郡毛呂山町中央２丁目１番地

８：３０～１７：１５（土・日・祝日及び年末年始を除く）

関係相談窓口のご紹介およびパンフレット等の配布
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埼玉県
窓口名

連絡先 049-292-3121（内線：154)

FAX 049-292-5400

URL http://www.town.ogose.saitama.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-56-6906（内線：142)

FAX 0493-56-2448

URL https://www.town.namegawa.saitama.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-62-0721（内線：285)

FAX 0493-62-0713

URL http://www.town.ranzan.saitama.jp/ E-mail
r-
machizukuri03@town.ranzan.saita
ma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-72-1221（内線：253,254)

FAX 0493-74-2920

URL http://www.town.ogawa.saitama.jp E-mail
ogawa113@town.saitama-
ogawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-299-1763（内線：181,182)

FAX 049-297-8437

URL http://www.town.kawajima.saitama.jp E-mail
machiseibi@town.kawajima.saita
ma.jp

相談日時

備考

越生町 まちづくり整備課　都市計画担当

住所
〒350-0494
入間郡越生町大字越生９００番地２

毎週 月～金８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始を除く）

関係相談窓口のご紹介

滑川町産業振興課農林商工担当

平日（土日祝祭日・年末年始を除く）
午前9時00～午後5時00分まで

リフォーム補助金についての相談対応。

小川町　都市政策課　開発建築担当

住所
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚５５

開庁日時と同様、平日８：３０～１７：１５
「住宅相談員による住宅相談」毎月第３木曜日１３：３０～１５：００（変更する場合あり）

住所
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田７５０番地１

毎週月～金曜日(祝日、12月29日～1月3日を除く)
午前10時～12時、午後1時～4時(受付は3時30分まで)

住宅リフォームの契約・金銭トラブル等など消費者相談についてはは「東松山市消費生活センター」にて対
応しております。
町の耐震・リフォーム補助制度については、町役場の開庁時間内に農林商工担当へご相談ください。

嵐山町まちづくり整備課

住所
〒355-0211
比企郡嵐山町大字杉山1030-1

「住宅相談員による住宅相談」は、建築士及び建築業者が相談に応じます。契約、金銭トラブル等に関する
相談は法律相談日にご相談を承ります。

川島町まち整備課

住所
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1

月～金　午前８：３０～午後５：１５

住宅リフォームにおける専門相談窓口の紹介。
住宅リフォームに関するパンフレット等の窓口設置。
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埼玉県
窓口名

連絡先 049-299-1760（内線：161、162)

FAX 049-297-8437

URL http://www.town.kawajima.saitama.jp/1546.htm E-mail nousei@town.kawajima.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-54-5027

FAX 0493-54-4200

URL http://www.town.yoshimi.saitama.jp/index.html E-mail y-9007@town.yoshimi.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 049-296-5895（内線：317)

FAX 049-296-7557

URL http://www.town.hatoyama.saitama.jp E-mail h310@town.hatoyama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-65-1539（内線：3521)

FAX 0493-65-3109

URL http://www.town.tokigawa.lg.jp E-mail kanri@town.tokigawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0494-25-0117

FAX 0494-23-9349

URL http://www.town.yokoze.saitama.jp/ E-mail
kensetsu@town.yokoze.saitama.j
p

相談日時

備考

川島町農政産業課

住所
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1

住宅リフォームにおける専門窓口の紹介。
住宅リフォームに関するパンフレット等の窓口設置。

吉見町（産業振興課）

毎週木曜日　（祝日・年末年始を除く）
午前１０時００分～１２時００分
午後　１時００分～　３時００分

消費生活相談を紹介します。
（業者等とのトラブルについての相談のみ受付いたします。）
※平成25年度より、毛呂山町・越生町・鳩山町に在住在勤の方は、それぞれ設置する消費生活センターの
相互利用が可能。

ときがわ町建設環境課管理都市計画担当

住所
〒355-0396
比企郡ときがわ町大字桃木３２

平日午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷４１１

平日　８時３０分～１７時１５分

鳩山町産業環境課

住所
〒350-0392
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

リフォーム補助（地場産材利用促進）：産業観光課
耐震相談・診断及び改修工事の補助：建設環境課
バリアフリー補助（高齢者・障害者）：福祉課

横瀬町建設課

住所
〒368-0072
横瀬町大字横瀬４５４５

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時～午後５時まで
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埼玉県
窓口名

連絡先 0494-62-1462（内線：142)

FAX 0494-62-2791

URL http://www.town.minano.saitama.jp/ E-mail kanko@town.minano.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0494-66-3111（内線：233)

FAX 0494-66-0894

URL
https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/%e4%bd%8f%e5%ae%
85%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e8%b
3%87%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/

E-mail sangyo@town.nagatoro.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0494-79-1101

FAX 0494-79-1200

URL
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-
sien/tenpojyutaku-rifomu/

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0493-82-1222

FAX 0493-82-1562

URL http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0495-76-5134（内線：174)

FAX 0495-76-0909

URL http://www.town.misato.saitama.jp E-mail
toshikei@town.saitama-
misato.lg.jp

相談日時

備考

皆野町産業観光課

住所
〒369-1492
埼玉県秩父郡皆野町皆野１４２０－１

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日のほか、役場閉庁日は除きます。）

住宅リフォーム補助金に関すること　窓口：産業観光課

長瀞町産業観光課産業観光担当

午前９時から午前１２時、午後１時から午後５時

（土・日・祝日ほか役場閉庁日は除く）

東秩父村産業建設課住宅担当

住所
〒355-0393
埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂６３４

月曜日～金曜日（祝祭日除く）８時３０分～１７時００分

住所
〒369-1392
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上１０３５－１

午前８時３０分から午後５時（土・日・祝日ほか役場閉庁日は除く）

リフォーム補助金について：産業観光課
耐震相談・診断及び改修工事の補助について：建設課

小鹿野町　両神庁舎　産業振興課

住所
〒368-0201
小鹿野町小鹿野2906

他の専門窓口の紹介やパンフレット配布等になります。
毎週金曜日は、消費生活相談員により相談を受け付けます。（１０時００分～１５時３０分）

美里町建設課

住所
〒367-0194
児玉郡美里町大字木部３２３－１

午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）

建設課では、耐震診断、耐震改修の助成金を交付しています。窓口相談は行っていませんが、必要に応じ
て専門機関への照会を行っています。
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http://www.town.minano.saitama.jp/
https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e8%b3%87%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/
https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e8%b3%87%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/
https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e8%b3%87%e9%87%91%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6/
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/tenpojyutaku-rifomu/
https://www.town.ogano.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/tenpojyutaku-rifomu/
http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
http://www.town.misato.saitama.jp/


埼玉県
窓口名

連絡先 0495-76-5133（内線：164)

FAX 0495-76-0909

URL https://www.town.saitama-misato.lg.jp/ E-mail nosei@town.saitama-misato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0495-77-0703（内線：282)

FAX 0495-77-3915

URL http://www.town.kamikawa.saitama.jp E-mail
kankou@town.kamikawa.saitama.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0495-35-1232（内線：2531・2532)

FAX 0495-33-2429

URL http://www.town.kamisato.saitama.jp/ E-mail sangyou@town.kamisato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-581-2121（内線：243)

FAX 048-581-1173

URL https://www.town.yorii.saitama.jp/ E-mail toshikei@town.yorii.saitama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0480-34-1111（内線：343、344)

FAX 0480-34-1093

URL http://www.town.miyashiro.saitama.jp/ E-mail
toshikei@town.miyashiro.saitama.
jp

相談日時

備考

美里町農林商工課

住所
〒367-0194
児玉郡美里町大字木部３２３－１

午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）

農林商工課では、町内業者によるリフォームに関する助成を行っています。

神川町経済観光課

役場開庁の平日午前８時３０分から午後５時１５分

寄居町都市計画課

住所
〒369-1292
大里郡寄居町大字寄居１１８０－１

８：３０～１２：００　１３：００～１７：１５　月～金（祝日・休日・年末年始を除く）

住所
〒367-0292
児玉郡神川町大字植竹９０９番地

午前8時30分～午後5時15分（土日・祝日・年末年始を除く）

住宅リフォーム補助金に関すること

児玉郡上里町産業振興課

住所
〒369-0392
児玉郡上里町大字七本木５５１８

住宅リフォーム相談、耐震相談窓口の担当課となります。ただし、町には専門技術職員はおりませんので、
専門機関の相談窓口をご案内しております。

宮代町まちづくり建設課都市計画担当

住所
〒345-8504
宮代町笠原１－４－１

8：30～17：15まで（土・日・祝日及び年末年始を除く）

耐震診断・改修工事に関する相談全般をお受けします。
また、耐震事業者（リフォーム相談可）名簿を閲覧できます。
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https://www.town.saitama-misato.lg.jp/
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/
http://www.town.kamisato.saitama.jp/
https://www.town.yorii.saitama.jp/
http://www.town.miyashiro.saitama.jp/


埼玉県
窓口名

連絡先 0480-34-1111（内線：265)

FAX 0480-34-1093

URL http://www.town.miyashiro.saitama.jp/ E-mail
sangyo@town.miyashiro.saitama.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0480-33-1111（内線：３４５・３４
６)

FAX

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0480-33-1111（内線：306)

FAX 0480-33-2958

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 048-991-1858

FAX 048-991-9092

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

相談日時

備考

宮代町産業観光課商工観光担当

住所
〒345-8504
宮代町笠原１－４－１

10：00～16：00（12：00～13：00を除く）毎週月・水曜日

消費生活センターでは、上記の日程で専門の相談員による消費生活相談を受付けています。
産業観光課では店舗・住宅リフォーム事業補助金を受付けています。

杉戸町建築課

毎週火、木曜日　10時から16時まで

悪質リフォームや契約トラブルについてのご相談を承ります。

松伏町新市街地整備課

住所
〒343-0192
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424

８：３０～１７：１５（土、日曜日、祝日及び年末年始を除く）

住所
〒345-8502
北葛飾郡杉戸町清地2-9-29

８：３０～１７：１５（土日祝日ほか役場閉庁日は除きます。）

①建築に関する相談
②耐震相談・耐震改修に関する相談

杉戸町消費生活センター

住所
〒345-8502
北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
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http://www.town.miyashiro.saitama.jp/
http://www.town.sugito.lg.jp/
http://www.town.sugito.lg.jp/
http://www.town.matsubushi.lg.jp/
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