
香川県
窓口名

連絡先 087-832-3583

FAX 087-806-0247

URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/jutaku/ E-mail jutaku@pref.kagawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 087-839-2066

FAX 087-839-2464

URL https://www.city.takamatsu.kagawa.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 087-839-2136

FAX 087-839-2452

URL http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ E-mail toshikei@city.takamatsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0877-35-7613

FAX 0877-24-8866

URL http://www.city.marugame.kagawa.jp E-mail
toshikei-
k@city.marugame.kagawa.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0877-44-5011

FAX 0877-44-5031

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

相談日時

備考

高松市市民政策局くらし安全安心課（消費生活センター）

香川県土木部住宅課

住所
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号

午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日及び年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分（土、日、祝祭日及び年末年始を除く）

住所
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号

午前８時３０分～午後５時００分（土、日、祝日及び年末年始を除く）

相談は高松市役所１階の消費生活センター窓口又は電話により受け付けています。

高松市都市整備局都市計画課住宅・まちづくり推進室

住所
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号

開庁時間

丸亀市都市整備部都市計画課

住所
〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号

坂出市建設経済部建設課

住所
〒762-8601
香川県坂出市室町2丁目3-5

午前８時３０分～午後５時１５分(土、日、祝祭日及び年末年始を除く)
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香川県
窓口名

連絡先 0877-63-6337

FAX 0877-63-6353

URL E-mail kenchiku@city.zentsuji.kagawa.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0875-23-3942

FAX 0875-23-3967

URL http://www.city.kanonji.kagawa.jp/ E-mail kensetsu@city.kanonji.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 087-894-1113

FAX 087-894-3444

URL E-mail toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0879-26-1304

FAX 0879-26-1344

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0875-73-3044

FAX 0875-73-3047

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

相談日時

備考

観音寺市建設部建設課

善通寺市都市整備部建築住宅課

住所
〒765-8503
香川県善通寺市文京町二丁目１番１号

8時30分～12時／13時～17時15分（土日祝祭日及び年末年始を除く）

月曜日～金曜日（祝日を除く）　8：30～12：00、13：00～17：15

住所
〒768-8601
香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号

午前８時３０分～午後５時１５分（土、日、祝祭日及び年末年始を除く）

さぬき市建設経済部都市整備課

住所
〒769-2195
さぬき市志度5385番地8

午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日及び年末年始を除く）

東かがわ市事業部都市整備課

住所
〒769-2792
香川県東かがわ市湊１８４７－１

三豊市建設部建築住宅課

住所
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地１

月曜日～金曜日（祝日を除く）　8:30～12:00　13:00～17:15
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香川県
窓口名

連絡先 0879-62-7006

FAX 0879-62-2400

URL http://www.town.tonosho.kagawa.jp E-mail kensui@town.tonosho.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0879-82-7011

FAX 0879-82-3600

URL https://www.town.shodoshima.lg.jp/ E-mail
olive-
sumai@town.shodoshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 087-892-2224

FAX 087-892-3888

URL http://www.town.naoshima.lg.jp/ E-mail kensetsu1@town.naoshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0877-49-8012（内線：7202)

FAX 0877-49-0517

URL http://www.town.utazu.kagawa.jp E-mail chiiki@town.utazu.kagawa.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 087-876-5280

FAX 087-876-1948

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

相談日時

備考

小豆島町　住まい政策課

土庄町　建設課

住所
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2

午前８時３０分～午後５時１５分(土、日、祝祭日及び年末年始を除く)

受付時間　８時３０分～１２時００分　／　１３時００分～１７時００分
（土、日、祝祭日及び年末年始を除く）

住所
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝祭日及び年末年始を除く）

直島町建設経済課

住所
〒761-3110
香川県香川郡直島町１１２２番地１

平日の午前８時１５分～午後５時００分

宇多津町　地域整備課

住所
〒769-0292
綾歌郡宇多津町1881番地

綾川町建設課

住所
〒761-2392
香川県綾歌郡綾川町滝宮２９９番地

午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝祭日及び年末年始を除く）
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香川県
窓口名

連絡先 0877-75-6708（内線：241・242)

FAX 0877-75-2303

URL https://www.town.kotohira.kagawa.jp/ E-mail chiikiseibi@town.kotohira.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0877-33-1112

FAX 0877-33-2550

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0877-73-0107

FAX 0877-73-0112

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

相談日時

備考

多度津町建設課

琴平町地域整備課

住所
〒766-8502
香川県仲多度郡琴平町榎井817-10

土日祝祭日及び年末年始を除く。
8:30～12:00　13:00～17:15

受付時間　８時３０分～１２時００分　／　１３時００分～１７時００分
　（土曜、日曜、祝日は受付を行いません）

空き家バンクに関するリフォームは地域振興課
電話0877-73-0122

住所
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町３丁目３番９５号

受付時間　８時３０分～１２時００分／１３時００分～１７時１５分（土日祝祭日及び年末年始を除く）

まんのう町　建設土地改良課

住所
〒766-0022
香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０
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	37香川県

