
岐阜県
窓口名

連絡先 058-277-9211

FAX 058-277-9212

URL http://www.gaaf.or.jp/ E-mail gifu-jimukyo@gaaf.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 058-215-9361

FAX 058-215-9367

URL http://www.gifukenchikushikai.or.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 058-272-1111（内線：3629)

FAX 058-278-2783

URL
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/jutaku/sumai/11659/index_
14382.html

E-mail c11659@pref.gifu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 058-214-7009

FAX 058-264-1760

URL https://www.city.gifu.lg.jp/ E-mail jutaku@city.gifu.gifu.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0584-89-4976

FAX 0584-89-4976

URL E-mail

相談日時

備考

(一社)岐阜県建築士事務所協会

住所
〒500-8358
岐阜市六条南2-13-2

随時

(公社)岐阜県建築士会

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

岐阜市まちづくり推進部住宅課

住所
〒500-8702
岐阜県岐阜市司町40番地1

午前８時４５分から午後５時３０分まで（土、日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒500-8384
岐阜市薮田南５−１４−１２　岐阜県シンクタンク庁舎４階

随時

岐阜県都市建築部住宅課

住所
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

相談は住宅政策担当職員が最初に承り、関係部局をご案内します。なお、建築士による「建築相談」も別途
あります。

住宅増改築なんでも相談（大垣市職業訓練センター）

住所
〒503-0963
岐阜県大垣市西大外羽1丁目226番地1

毎週月～金曜日（祝日を除く）の午前９時から午後４時まで

岐阜・西濃建築組合員による相談（受付：大垣市職業訓練センター）
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岐阜県
窓口名

連絡先 0577-32-3333（内線：2318)

FAX 0577-35-3168

URL http://www.city.takayama.lg.jp/ E-mail ken-j@city.takayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0572-22-1111（内線：１３９４)

FAX 0572-25-6436

URL http://www.city.tajimi.lg.jp/ E-mail sidou@city.tajimi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0575-23-7957（内線：1437)

FAX 0575-23-7746

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0573-66-1111（内線：203～205)

FAX 0573-66-4050

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0575-33-1122（内線：233)

FAX 0575-31-0052

URL http://www.city.mino.gifu.jp E-mail toshiseibi_320@city.mino.lg.jp

相談日時

備考

高山市都市政策部建築住宅課開発指導係

住所
〒506-8555
高山市花岡町２丁目１８番地

平日　午前８時３０分から正午　午後１３時００分から午後５時１５分まで

多治見市都市計画部開発指導課

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)

中津川市リニア都市政策部都市建築課

住所
〒508-8501
岐阜県中津川市かやの木町2番1号

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒507-8703
多治見市日ノ出町２丁目１５番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

関市基盤整備部都市計画課

住所
〒501-3894
関市若草通３丁目１番地

美濃市建設部都市整備課

住所
〒501-3792
岐阜県美濃市1350番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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岐阜県
窓口名

連絡先 0572-68-9890

FAX 0572-68-9861

URL http://www.city.mizunami.lg.jp/ E-mail tokei@city.mizunami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 058-392-1111（内線：2134)

FAX 058-391-2100

URL http://www.city.hashima.lg.jp/soshiki/6-2-0-0-0_14.html E-mail toshi@city.hashima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0573-26-2111（内線：233)

FAX 0573-25-8294

URL
https://www.city.ena.lg.jp/life_scene/sumai_hikkoshi/sodan/28
82.html

E-mail toshijyutaku@city.ena.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-25-2111（内線：259)

FAX 0574-66-1098

URL http://www.city.minokamo.gifu.jp/ E-mail tosi@city.minokamo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0572-54-1111（内線：172)

FAX 0572-54-7749

URL http://www.city.toki.lg.jp/docs/8358.html E-mail seikan@city.toki.lg.jp

相談日時

備考

住宅修繕相談（瑞浪市建設部都市計画課）

住所
〒509-6195
岐阜県瑞浪市上平町１丁目１番地

毎月第三水曜日１０時から１５時

瑞浪市住宅リフォームセンター会員による相談

羽島市役所建設部都市計画課建築管理室

平日午前8時30分～午後5時15分

美濃加茂市都市政策部都市計画課

住所
〒505-8606
美濃加茂市太田町３４３１－１

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒501-6292
岐阜県羽島市竹鼻町55番地

月曜日～金曜日（祝日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分

恵那市都市住宅課

住所
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地１

土岐市市民生活部生活環境課

住所
〒509-5192
岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）
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岐阜県
窓口名

連絡先 058-383-1111（内線：2185・2183)

FAX 058-382-7110

URL http://www.city.kakamigahara.lg.jp/ E-mail
ssodan1@city.kakamigahara.gifu.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-62-1111（内線：2243)

FAX 0574-62-1542

URL http://www.city.kani.lg.jp/3047.htm E-mail kentikusido@city.kani.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0581-22-6832（内線：248)

FAX 0581-22-2118

URL http://www.city.yamagata.gifu.jp/ E-mail
kensetsu@city.gifu-
yamagata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 058-327-2101

FAX 058-327-2120

URL http://www.city.mizuho.lg.jp E-mail tosikai@city.mizuho.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0577-73-0153

FAX 0577-73-7500

URL https://www.city.hida.gifu.jp E-mail toshiseibi@city.hida.lg.jp

相談日時

備考

各務原市市長公室まちづくり推進課

住所
〒504-0912
各務原市那加桜町2丁目186番地　産業文化センター6階

毎月第１水曜日　１３時～１５時（予約：4名、前日まで）

建築相談

岐阜県可児市建設部建築指導課

受付時間　8：30～17：15
（土、日、祝、年末年始は除く）

・木造住宅耐震補助事業等

瑞穂市役所都市整備部都市開発課

住所
〒501-0392
瑞穂市宮田３００番地２

月曜日から金曜日まで（祝日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒509-0292
岐阜県可児市広見1丁目1番地

午前8時30分から午後5時15分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

山県市建設課

住所
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000-1

木造住宅耐震補助事業等。

飛驒市基盤整備部都市整備課

住所
〒509-4292
飛驒市古川町本町2番22号

平日　8時30分から17時15分まで
（祝祭日、年末年始を除く）
※担当者不在の場合は折り返しご連絡いたしますので、ご都合のよい時間をお伝えください

・木造住宅耐震補強工事等、市が実施する助成制度の紹介
・リフォーム関連の適切な相談先の案内業務
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岐阜県
窓口名

連絡先 058-323-7758

FAX 058-323-1157

URL http://www.city.motosu.lg.jp/ E-mail tokei@city.motosu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0575-67-1814（内線：1824)

FAX 0575-65-3825

URL http://www.city.gujo.gifu.jp E-mail toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0576-53-2010（内線：114)

FAX 0576-52-3676

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0584-53-3485

FAX 0584-53-1598

URL https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000464.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 058-247-1331

FAX 058-247-9904

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

相談日時

備考

本巣市産業建設部都市計画課

住所
〒501-0493
本巣市三橋1101番地6

受付時間 8:30～17:15
(土・日曜日、祝祭日、年末年始は除く。)

郡上市建設部都市住宅課

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

海津市建設水道部住宅都市計画課

住所
〒503-0695
海津市海津町高須町515

月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分まで（祝祭日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く）

住所
〒501-4292
郡上市八幡町初音1727番地2　郡上総合庁舎

受付時間8:30～17:15
(土・日曜日、祝祭日、年末年始は除く。）

下呂市役所建設部建設総務課

住所
〒509-2506
岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1

木造住宅耐震補強工事

岐南町総務課

住所
〒501-6197
岐阜県羽島郡岐南町八剣７丁目１０７番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

耐震改修のご相談　　　　　　　総務課　
バリアフリー改修のご相談　　　福祉課
介護保険住宅改修のご相談　　　健康推進課
省エネ改修に係る税のお問合せ　税務課
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岐阜県
窓口名

連絡先 058-388-1117（内線：305)

FAX 058-387-5816

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0584-22-7513

FAX 0584-22-5180

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0585-22-2111（内線：316)

FAX 0585-22-4496

URL http://www.town.ibigawa.gifu.jp E-mail kensetu@town.ibigawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0585-34-1111（内線：254・258)

FAX 0585-34-2110

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0585-45-3111

FAX 0585-45-8314

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

相談日時

備考

笠松町建設部建設課

住所
〒501-6181
岐阜県羽島郡笠松町司町１

月曜日から金曜日まで（祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

木造住宅耐震補強工事

垂井町役場　都市計画課

午前８時３０分～午後５時１５分
（土、日、祝、年末年始は除く）

大野町産業建設部建設課

住所
〒501-0592
岐阜県揖斐郡大野町大野80番地

８：３０～１７：１５
（土、日、祝祭、年末年始は除く）

住所
〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11

月～金　午前８時３０分～午後６時１５分

耐震改修：都市計画課
介護保険住宅改修：健康福祉課
住宅リフォーム補助金：産業課

揖斐川町役場　産業建設部建設課

住所
〒501-0692
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１３３番地

池田町総務部企画課

住所
〒503-2492
岐阜県揖斐郡池田町六之井1468-1

午前8時30分から午後5時15分（土日・祝祭日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く）

空き家の改修補助　・・　企画課
住宅改修に伴う固定資産減免　・・　税務課
耐震工事に係る助成　・・　建設課
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岐阜県
窓口名

連絡先 0574-26-7111（内線：254)

FAX 0574-27-1808

URL http://www.town.sakahogi.gifu.jp E-mail
sangyoukensetsu@town.sakahogi.
gifu.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-54-2115

FAX 0574-54-2461

URL https://www.town.tomika.gifu.jp/ E-mail
toshikeikaku-
g@town.tomika.gifu.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-53-7214（内線：222)

FAX 0574-53-2374

URL http://www.kawabe-gifu.jp/ E-mail kiban@town.gifu-kawabe.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-48-1111（内線：223)

FAX 0574-48-2347

URL http://www.hichiso.jp/index.html E-mail doboku@town.hichiso.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-43-2111（内線：2317)

FAX 0574-48-8621

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

相談日時

備考

坂祝町産業建設課

住所
〒505-8501
岐阜県加茂郡坂祝町取組46番地１８

受付時間　8：30～17：15 
（土、日、祝、年末年始は除く）

富加町建設課　都市計画係

午前８時３０分～午後５時１５分

七宗町建設課

住所
〒509-0492
岐阜県加茂郡七宗町上麻生２４４２－３

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒501-3392
岐阜県加茂郡富加町滝田１５１１

平日：午前８時３０分～午後５時１５分

川辺町役場　基盤整備課　管理・庶務グループ

住所
〒509-0393
岐阜県加茂郡川辺町中川辺１５１８－４

八百津町役場　建設課

住所
〒505-0392
加茂郡八百津町八百津３９０３番地２

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く）
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岐阜県
窓口名

連絡先 0574-72-1311（内線：232)

FAX 0574-72-1317

URL http://www.town.shirakawa.lg.jp E-mail kikaku@town.shirakawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-78-3111（内線：141)

FAX 0574-78-3232

URL http://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/ E-mail
507kenkan@vill.higashishirakawa.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0574-67-2111（内線：2165)

FAX 0574-67-1999

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 05769-6-1311（内線：116)

FAX 05769-6-1709

URL http://shirakawa-go.org E-mail soumu-kanzai@vill.shirakawa.lg.jp

相談日時

備考

白川町企画課

住所
〒509-1192
白川町河岐７１５

午前８時３０分～午後５時１５分

住宅取得等支援事業に関する担当窓口です。

東白川村役場建設環境課

受付時間　8:30～17:15
（土、日、祝、年末年始は除く）

耐震改修：建設課
介護保険住宅改修相談：保険長寿課

白川村役場総務課庶務係

住所
〒501-5692
岐阜県大野郡白川村鳩谷517

平日午前8時30分～午後5時

住所
〒509-1392
岐阜県加茂郡東白川村神土５４８番地

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

御嵩町役場　建設課

住所
〒505-0192
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
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