
千葉県
窓口名

連絡先 043-223-3266

FAX 043-223-0003

URL
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/soudan/sumai-
senmon/plaza.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 043-245-5690

FAX 043-245-5691

URL
http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/02_su
maiconcierge.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0479-24-8823

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 047-712-6327

FAX 047-712-6326

URL http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit02/1531000005.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 047-436-2712（内線：2712)

FAX 047-436-2546

URL
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/juutaku/004/p004010.
html

E-mail jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター
1階（千葉市住宅供給公社内）

一般相談　月～金曜日 及び 第１・３日曜日
専門相談　月・火・金曜日 及び 第１・３日曜日
（いずれも年末年始・祝祭日は休み）
１０：００～１５：００ （１２：００～１３：００は昼休み）

一般相談：市内の公的賃貸住宅やお住まいになる地域の情報などを提供。
専門相談：新築時やリフォーム時の見積書や賃貸借契約書の見方や注意点、施工業者とのトラブル、賃貸
住宅退去時の原状回復、空き家の有効活用などの相談。

千葉県銚子市秘書広報課　住宅相談

住所
〒288-8601
銚子市若宮町１－１

住まい情報プラザ(千葉県住宅供給公社内)

住所
〒260-0016
千葉県千葉市中央区栄町1-16(千葉県住宅供給公社総合案
内所内)

９時から１７時まで（日曜・祝日・年末年始を除く毎日。ただし、祝日の土曜日は営業）

千葉市住宅関連情報提供コーナー(すまいのコンシェルジュ)

・相談は完全予約制です。
・第１庁舎　３階相談室：市川市八幡１－１－１
・行徳支所　２階相談室：市川市末広１－１－３１

船橋市建築部住宅政策課

住所
〒273-8501
千葉県船橋市湊町２丁目１０番２５号

建築住宅相談〈対面相談〉第２火曜日１０時～１４時３０分、第２水曜日１７時～１８時３０分、第２土曜日、第４
土曜日および翌日の日曜日１３時１５分～１５時４５分（７日前までに要予約）
建築住宅相談〈電話相談〉平日９時～１８時（火曜のみ１３時～）

建築住宅相談〈対面相談〉
会場　ＦＡＣＥ５階
建築住宅相談〈電話相談〉
船橋増改築相談員協議会　047-466-3831

毎月第３火曜日　　９時～１２時

当日受付

市川市街づくり部街づくり整備課

住所
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2-20-2

・毎月第２・第４木曜日　第１庁舎
（ただし、奇数月の第４木曜日は行徳支所）
・１３時から１６時（前日17時までに受付）
・１２月の第４木曜日は開催しない
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千葉県
窓口名

連絡先 0470-22-3751（内線：343)

FAX 0470-23-3116

URL http://www.city.tateyama.chiba.jp E-mail
kenchikushisetsu@city.tateyama.
chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0438-23-8599

FAX 0438-22-4736

URL https://www.city.kisarazu.lg.jp E-mail juutaku@city.kisarazu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 047-366-7366（内線：6323・6324)

FAX 047-366-2073

URL
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemono_jy
osei/reform_soudan.html

E-mail mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04-7199-7603

FAX 04-7122-1558

URL http://www.city.noda.chiba.jp/ E-mail tosikei@city.noda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-20-1588（内線：7822)

FAX 0475-20-1606

URL https://www.city.mobara.chiba.jp/0000006768.html E-mail kentiku@city.mobara.chiba.jp

相談日時

備考

住所
〒292-8501
木更津市朝日３－１０－１９

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５ (祝祭日及び年末年始を除く)

資料の配布及び機関の紹介

松戸市街づくり部住宅政策課

住所
〒271-8588
松戸市根本387-5

住宅・建築相談会（館山市建設環境部建築施設課，千葉県建築士事務所協会安房支
部）

住所
〒294-8601
館山市北条1145-1

年５回、奇数月（３月を除く）に開催します。日時、会場につきましては広報、市ＨＰ等でお知らせいたします。

住宅・建築に関すること，木造住宅の耐震相談など（相談には予約が必要です。）

木更津市都市整備部住宅課

資料配布及び機関の紹介

茂原市都市建設部建築課

住所
〒297-8511
千葉県茂原市道表1番地

月曜日～金曜日８：３０～１７：００（祝祭日及び年末年始を除く）

資料配布及び機関の紹介

毎月　第３水曜日１０時～１６時⇒市役所相談コーナー　第２又は、第３土曜日⇒市民センター等（毎月１ヶ所
実施のない月あり）

野田市都市部都市計画課建築指導担当

住所
〒278-8550
野田市鶴奉７番地の１

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５（祝祭日及び年末年始を除く）
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千葉県
窓口名

連絡先 0476-20-1564

FAX 0476-24-4354

URL https://www.city.narita.chiba.jp/soshiki/kenchiku.html E-mail kenchiku@city.narita.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 043-484-6168（内線：2423)

FAX 043-485-0108

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-50-1150

FAX 0475-50-1298

URL http://www.city.togane.chiba.jp/soshiki/9-2-0-0-0_17.html E-mail tosei@city.togane.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0479-62-5895

FAX 0479-62-5395

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 047-451-1151（内線：272)

FAX 047-453-9311

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

相談日時

備考

住所
〒285-8501
佐倉市海隣寺町９７番地

月曜日～金曜日　8:30～17:00(祝祭日及び年末年始を除く)

自己用住宅の増改築相談や耐震相談について、佐倉市住宅相談協議会に所属する団体が対応。

東金市都市建設部都市整備課

住所
〒283-8511
東金市東岩崎１番地１

成田市土木部建築住宅課

住所
〒286-8585
成田市花崎町７６０番地

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）8:30～17：15

佐倉市都市部住宅課

資料配布及び機関の紹介

習志野市都市環境部住宅課

住所
〒275-8601
習志野市鷺沼２－１－１

住宅相談(無料：建築士)　毎月第１金曜日　受付時間16:30～18:30　（祝日の場合は、第2金曜日）
サンロード6階市民相談室にて(京成津田沼駅直結ビル：習志野市津田沼5-12-12)

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５ (祝祭日及び年末年始を除く)

資料配布及び機関の紹介(一般相談窓口と併用)
耐震診断及び耐震改修補助金の案内

旭市都市整備課

住所
〒289-2595
旭市ニの2132番地

月曜日～金曜日　8:30～17:15
(祝祭日及び年末年始を除く)
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千葉県
窓口名

連絡先
04-7167-1147（内線：７７３－６３
３)

FAX 04-7167-7668

URL http://www.city.kashiwa.lg.jp/ E-mail faq-jtk@city.kashiwa.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0470-73-6627

FAX 0470-73-8788

URL http://www.city.katsuura.lg.jp E-mail toshiken@city-katsuura.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0436-23-9808

FAX 0436-23-9707

URL
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=622177434
b78727a81d241b5

E-mail
kouchousoudan@city.ichihara.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04-7150-6088（内線：508)

FAX 04-7159-0954

URL http://www.city.nagareyama.chiba.jp/ E-mail
kenchikushidou@city.nagareyama
.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 047-421-6774（内線：3524・3526)

FAX 047-487-3315

URL http://www.city.yachiyo.chiba.jp/141000/page000035.html E-mail kentiku1@city.yachiyo.chiba.jp

相談日時

備考

住所
〒299-5292
千葉県勝浦市新官１３４３番地の１

月曜日～金曜日
８時３０分～１７時１５分（祝祭日、年末年始を除く）

資料配布及び機関の紹介（一般相談窓口と併用）

市原市企画部　広聴相談課　市民相談

住所
〒290-8501
千葉県市原市国分寺台中央１－１－１第２庁舎１階

柏市都市部住宅政策課

住所
〒277-8505
柏市柏五丁目１０番１号

月曜日～金曜日８時３０分～１７時１５分
（祝祭日及び年末年始を除く）

相談窓口の紹介

勝浦市都市建設課都市計画係

資料提供及び適切な機関の紹介。（一般相談窓口と併用）

八千代市都市整備部建築指導課

住所
〒276-8501
八千代市大和田新田３１２－５

住宅耐震診断・建築相談会：年７回（詳しくは「広報やちよ」またはホームページをご覧ください。）

住宅耐震診断・建築相談会は事前に予約が必要となりますのでお問い合わせください。

住宅（増築・改築）相談：毎月第４水曜日１０時～１５時

面談のみ・予約不要

流山市役所　まちづくり推進部　建築住宅課　企画・住宅室

住所
〒270-0192
流山市平和台１－１－１

月曜日～金曜日
8時30分～17時15分（祝祭日、年末年始を除く）
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千葉県
窓口名

連絡先 04-7185-1111（内線：601)

FAX 04-7185-4329

URL
http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sumai/soudan_koji/jyut
aku.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04-7093-7835（内線：275)

FAX 04-7093-7856

URL https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/1211.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 047-445-1472

FAX 047-445-1400

URL
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-
tetsuzuki/sumai/sumai/reform.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0439-56-1621

FAX 0439-56-1626

URL http://www.city.kimitsu.lg.jp/ E-mail eizen@city.kimitsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0439-80-1306

FAX 0439-80-1350

URL https://www.city.futtsu.lg.jp/ E-mail mb027@city.futtsu.chiba.jp

相談日時

備考

住所
〒296-8601
千葉県鴨川市横渚１４５０

年５回、無料相談会を開催。日時は広報、市ホームページでお知らせいたします。会場は鴨川市役所又は
天津小湊支所等で行います。

建築士による木造住宅の簡易耐震診断やリフォームの相談など。
※相談希望者は2日前までに申し込みをお願い致します。なお、簡易耐震診断を希望する場合は、申し込み
と併せて建物の平面図をご用意ください。

鎌ケ谷市都市建設部建築住宅課

住所
〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－６－１

我孫子市　都市部　建築住宅課　住宅政策係

住所
〒270-1192
我孫子市我孫子１８５８番地

原則、毎月（８月除く）第２金曜日
先着４組（５０分／組１０：００、１１：００、１３：００、１４：００）。予約は開催月の初日（休日除く）から所定の受
付期間（「市広報紙（広報あびこ１日号／月）」、「我孫子市ホームページ」に掲載）に受付。

家屋の増改築や階段・浴室の改善などに関する相談について。
我孫子市住宅センター協議会に所属する相談員（建築士等）が対応。
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため開催中止の場合あり。

鴨川市建設経済部都市建設課、千葉県建築士事務所協会安房支部

資料の配布

富津市建設経済部都市政策課

住所
〒293-8506
富津市下飯野２４４３番地

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

パンフレット等の配布、各種相談窓口・情報窓口の案内

月曜日～金曜日（祝日及び年末年始除く）午前８時３０分～午後５時１５分

資料提供及び機関の紹介のみとなります。

君津市建設部住宅営繕課

住所
〒299-1192
君津市久保２－１３－１

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５　（祝日及び年末年始を除く）
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千葉県
窓口名

連絡先 047-712-6284

FAX 047-353-4378

URL E-mail jyutaku@city.urayasu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 043-421-6144

FAX 043-424-8921

URL http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0438-62-3645

FAX 0438-63-9670

URL
http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/toshi/taishinnkaisyuu
-hojyo.html

E-mail sode25@city.sodegaura.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
043-443-1430（内線：3151～
3155)

FAX 043-442-6416

URL https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/24/ E-mail toshikei@city.yachimata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0476-33-4657（内線：776)

FAX 0476-42-0028

URL http://www.city.inzai.lg.jp/ E-mail kentikusidouka@city.inzai.chiba.jp

相談日時

備考

住所
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地

住宅増改築相談　毎月第２木曜日　１０時～１５時　市役所玄関ホール

四街道市増改築相談員協議会に所属する建築士、施工業者等が実施する、住宅の増築及び修繕等に関す
る相談会です。予約は不要です。会場へ直接お越し下さい。

袖ケ浦市都市建設部都市整備課

住所
〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場１－１

浦安市都市政策部住宅課

住所
〒279-8501
千葉県浦安市猫実１－１－１

月曜日～金曜日　８：３０～１７：００
(祝祭日及び年末年始を除く)

資料配布及び機関の紹介(一般相談窓口と併用)

四街道市　建築課

定住促進住宅リフォーム工事補助金の申請受付
パンフレットの配布及び相談機関の紹介

印西市都市建設部建築指導課

住所
〒270-1396
印西市大森２３６４－２

月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く。）８時３０分～１７時１５分

資料配布又は機関の紹介（一般相談窓口と併用）

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５
（祝祭日及び年末年始を除く）

資料配布及び機関の紹介
耐震改修と併せたリフォーム工事の補助申請受付

八街市建設部都市計画課

住所
〒289-1192
八街市八街ほ３５－２９

平日：午前８時３０分～午後５時１５分
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千葉県
窓口名

連絡先 047-492-1111（内線：3714・3715)

FAX 047-491-3510

URL http://city.shiroi.chiba.jp/ E-mail
kenchikutakuchi@city.shiroi.chiba
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0476-93-5148

FAX 0476-93-5153

URL http://www.city.tomisato.lg.jp/ E-mail toshikeikaku@city.tomisato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0470-33-1101

FAX 0470-20-4597

URL http://www.city.minamiboso.chiba.jp E-mail kensetsu@city.minamiboso.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0479-73-0091

FAX 0479-72-1117

URL http://www.city.sosa.lg.jp E-mail t-kanri@city.sosa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0478-50-1214（内線：2612・
2613・2614・2643)

FAX 0478-54-7654

URL https://www.city.katori.lg.jp/living/sumai/kojihi_josei.html E-mail toshi3@city.katori.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒286-0292
富里市七栄６５２－１

月曜日～金曜日８：３０～１７：１５
（祝祭日及び年末年始を除く）

資料の配布

住宅・建築相談会（千葉県南房総市建設環境部建設課・千葉県建築士事務所協会安
房支部）

住所
〒299-2492
千葉県南房総市富浦町青木28番地

千葉県白井市　都市建設部　建築宅地課(建築班)

住所
〒270-1492
千葉県白井市復１１２３

日時　　毎月・第３水曜日、午後１時～４時
　　　　（第３水曜日が祝日の場合は翌週水曜日）
場所　　白井市役所(東庁舎２階・相談室)

相談内容　　住宅の増築・改築・修繕等　　　相談費用　　無料
５日前までに要予約

富里市都市建設部都市計画課宅地建築班

資料配布及び適切な機関の紹介

千葉県香取市建設水道部都市整備課

住所
〒287-8501
香取市佐原ロ２１２７

月～金(祝祭日は除く）午前９時～午後５時

資料配布及び機関の紹介

年4回。日時、会場につきましては広報、市ＨＰ等でお知らせいたします。

住宅・建築に関すること、木造住宅の耐震相談等
事前に予約が必要となります。

千葉県匝瑳市都市整備課

住所
〒289-2198
匝瑳市八日市場ハ７９３－２

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５ (祝祭日及び年末年始を除く)

7

http://city.shiroi.chiba.jp/
http://www.city.tomisato.lg.jp/
http://www.city.minamiboso.chiba.jp/
http://www.city.sosa.lg.jp/
https://www.city.katori.lg.jp/living/sumai/kojihi_josei.html


千葉県
窓口名

連絡先 0475-80-1192

FAX 0475-80-1314

URL E-mail toshiseibi@city.sammu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0470-62-1204

FAX 0470-63-1252

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-70-0366

FAX 0475-72-8454

URL http://www.city.oamishirasato.lg.jp/ E-mail
toshiseibi@city.oamishirasato.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 043-496-1171（内線：153)

FAX 043-496-5765

URL http://www.town.shisui.chiba.jp/ E-mail machidukuri@town.shisui.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0476-33-7719

FAX 0476-95-4274

URL http://www.town.sakae.chiba.jp/ E-mail machidukuri@town.sakae.chiba.jp

相談日時

備考

住所
〒298-8501
いすみ市大原7400-1

月曜日～金曜日　８：３０～１２：００　１３：００～１７：１５
（祝祭日及び年末年始を除く）

資料の配布及び機関の紹介

大網白里市都市整備課

住所
〒299-3292
千葉県大網白里市大網１１５－２

山武市建設環境部都市整備課

住所
〒289-1392
千葉県山武市殿台２９６

月曜日～金曜日　８：３０から１７：１５まで
（祝祭日及び年末年始を除く）

いすみ市建設課

資料配布及び機関の紹介（一般相談窓口と併用）

栄町まちづくり課

住所
〒270-1592
印旛郡栄町安食台一丁目２番

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）8：30～17：15

資料の配布及び機関の紹介

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５ (祝祭日及び年末年始を除く)

資料配布及び機関の紹介

酒々井町まちづくり課

住所
〒285-8510
印旛郡酒々井町中央台4-11

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５
（祝祭日及び年末年始を除く）
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千葉県
窓口名

連絡先 0478-72-2114（内線：282)

FAX 0478-72-2110

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0479-76-5408

FAX 0479-76-7144

URL http://www.town.tako.chiba.jp E-mail toshikeikaku@town.tako.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0478-86-6074

FAX 0478-86-4051

URL http://www.town.tohnosho.chiba.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-70-3187（内線：２５０２)

FAX 0475-76-7934

URL http://www.town.kujukuri.chiba.jp/ E-mail kanri@town.kujukuri.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0479-77-3909

FAX 0479-77-0871

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

相談日時

備考

住所
〒289-2292
千葉県香取郡多古町多古584

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）
8：30～17:15

資料配布及び機関の紹介

東庄町 まちづくり課 建設係

住所
〒289-0692
千葉県香取郡東庄町笹川い４７１３番地１３１

神崎町まちづくり課

住所
〒289-0292
千葉県香取郡神崎町神崎本宿163

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）8：30～17：15

資料の配布及び機関の紹介

多古町役場空港まちづくり課

相談窓口の紹介・パンフレットの配布

芝山町　企画空港政策課

住所
〒289-1692
山武郡芝山町小池９９２

月曜日から金曜日　８：３０から１７：００　祝祭日及び年末年始を除く

相談窓口の紹介及びパンフレットの配布

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

資料の配布及び機関の紹介

九十九里町　まちづくり課

住所
〒283-0195
千葉県山武郡九十九里町片貝４０９９

月～金曜日　午前９時から午後５時　土日、祝日は休みとなります。
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千葉県
窓口名

連絡先 0479-84-1217（内線：2521)

FAX 0479-84-2713

URL http://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/ E-mail
tosikensetu@town.yokoshibahikar
i.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-42-1430

FAX 0475-40-1075

URL http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/ E-mail toshi@town.ichinomiya.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-44-2522（内線：243)

FAX 0475-44-1729

URL http://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/ E-mail kanri2@town.mutsuzawa.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-32-2114

FAX 0475-32-1486

URL http://www.vill.chosei.chiba.jp/index.html E-mail taiyo-kun@vill.chosei.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-33-2116

FAX 0475-33-4132

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

相談日時

備考

住所
〒299-4396
長生郡一宮町一宮２４５７

月曜日～金曜日 8:30～17:15（祝日及び年末年始を除く）

睦沢町建設課管理班

住所
〒299-4492
長生郡睦沢町下之郷１６５０－１

横芝光町　都市建設課　管理計画班

住所
〒289-1793
山武郡横芝光町宮川１１９０２

月～金　午前８時３０分～午後５時１５分　　　　　（祝日及び年末年始を除く）

相談先を紹介する窓口です

一宮町　都市環境課

白子町　建設課

住所
〒299-4292
長生郡白子町関5074-2

月曜日～金曜日　8時30分～17時15分
祝祭日及び年末年始を除く

資料配布及び適切な機関の紹介

開庁時

長生村役場　産業課

住所
〒299-4394
千葉県長生郡長生村本郷１番地７７

月曜日～金曜日　8時30分～17時15分
（祝祭日及び年末年始を除く）
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千葉県
窓口名

連絡先 0475-35-2110（内線：212)

FAX 0475-35-4732

URL http://www.town.nagara.chiba.jp/ E-mail kikaku@town.nagara.chiba.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0475-46-3394

FAX 0475-46-3406

URL http://www.town.chonan.chiba.jp/ E-mail toshi-keikaku@town.chonan.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0470-82-2115（内線：347)

FAX 0470-80-1510

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0470-68-6693（内線：325)

FAX 0470-68-7183

URL http://www.town.onjuku.chiba.jp/ E-mail kensui1@town-onjuku.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0470-55-2133（内線：359)

FAX 0470-55-0421

URL https://www.town.kyonan.chiba.jp E-mail kenkan@town.kyonan.chiba.jp

相談日時

備考

住所
〒297-0192
長生郡長南町長南２１１０

月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５ (祝祭日及び年末年始を除く)

資料配布及び適切な機関の紹介

大多喜町役場建設課管理係

住所
〒298-0292
夷隅郡大多喜町大多喜９３

長柄町企画財政課

住所
〒297-0298
長生郡長柄町桜谷７１２

月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００
（祝祭日及び年末年始を除く）

資料配布及び適切な機関の紹介

長南町役場　建設環境課

鋸南町建設水道課建設環境室

住所
〒299-2192
千葉県安房郡鋸南町下佐久間３４５８

月曜日～金曜日　午前９時００分～午後５時００分（祝祭日及び年末年始を除く）

・資料の配布及び住宅リフォーム補助制度の概要説明

平日　午前８時３０分から午後５時

リフォーム奨励金に係る相談、説明。

御宿町　建設水道課

住所
〒299-5192
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２

月曜日～金曜日　９：００～１６：００
(祝祭日及び年末年始を除く)
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