
長崎県
窓口名

連絡先 095-894-3104（内線：3104)

FAX 095-894-3464

URL E-mail sumai-doboku@pref.nagasaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 095-825-6944

FAX 095-825-6947

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 095-829-1189

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-24-1111（内線：2844)

FAX 0956-25-9678

URL E-mail kentiku@city.sasebo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-24-1111（内線：2805)

FAX 0956-25-9678

URL E-mail tosise@city.sasebo.lg.jp

相談日時

備考

長崎県土木部住宅課

住所
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町３－１

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時４５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

一般財団法人　長崎県住宅・建築総合センター

毎月第２週の水曜日（休日の場合は翌日とする）午後１時から午後４時まで

佐世保市都市整備部建築指導課

住所
〒857-8585
佐世保市八幡町１番１０号

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土・日・祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）

住所
〒850-0035
長崎市元船町１７－１

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

長崎県長崎市建築部住宅政策室、長崎市住宅相談連絡協議会

住所
〒850-8685
長崎県長崎市桜町１－７

主に建築基準法に関する相談、
耐震診断・耐震改修の補助金に関する相談

佐世保市都市整備部都市政策課

住所
〒857-8585
佐世保市八幡町１番１０号

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土・日・祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）

【受付内容】
３世代同居・近居リフォーム補助金の申請に関するご相談。

1



長崎県
窓口名

連絡先 0957-63-1111（内線：277　276)

FAX 0957-62-2923

URL E-mail fukushi@city.shimabara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-63-1111（内線：146)

FAX 0957-62-8115

URL http://www.city.shimabara.lg.jp/ E-mail promo@city.shimabara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-63-1111（内線：227)

FAX 0957-62-9101

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-22-1500（内線：2462)

FAX 0957-22-9146

URL
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/cat_life_c/life_residence_li
st

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-53-4111（内線：482)

FAX 0957-54-9595

URL E-mail

相談日時

備考

長崎県島原市福祉保健部福祉課

住所
〒855-8555
島原市上の町537番地

開庁時間　午前8時30分～午後5時15分　（土・日・祝日・12月29日～翌年1月3日を除く。）

高齢者、障害者の住宅改修の相談を承ります。

長崎県島原市市長公室シティプロモーション課

開庁時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日・12月29日～翌年1月3日を除く。）

耐震改修、空き家に関する相談を承ります。

諫早市建設部建築住宅課

住所
〒854-8601
諫早市東小路町７－１

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

住所
〒855-8555
島原市上の町537番地

開庁時間　午前８時３０分～午後５時１５分　（土・日・祝日・１２月２９日～翌年１月３日を除く。）

空き家バンク物件成約後リフォーム、３世代同居・近居リフォームに関する相談を承ります。

長崎県島原市建設部都市整備課

住所
〒855-8555
島原市上の町537番地

諫早市住宅性能向上リフレッシュ事業等に関する相談
諫早市３世代同居・近居促進事業に関する相談
耐震診断・耐震改修に関する相談

長崎県大村市建築課

住所
〒856-8686
大村市玖島１－２５

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）
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長崎県
窓口名

連絡先 0950-22-9166

FAX 0950-22-4127

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0950-22-9105（内線：2483・2484)

FAX

URL https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/ E-mail teiju@city.hirado.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-72-1111（内線：245､263)

FAX 0956-72-2292

URL E-mail tosikei@city.matsuura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0920-53-6111

FAX 0920-53-6123

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0920-42-1112

FAX 0920-42-1116

URL http://www.city.iki.nagasaki.jp/index.html E-mail iki-kentiku@city.iki.lg.jp

相談日時

備考

長崎県平戸市建設部都市計画課

住所
〒859-5192
平戸市岩の上町１５０８－３

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

主に建築基準法に関する相談、
耐震診断・耐震改修の補助金に関する相談
空家除却の補助金に関する相談

長崎県平戸市財務部企画財政課移住・定住政策班

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

長崎県対馬市管理課

住所
〒817-0022
対馬市厳原町国分１４４１

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

住所
〒859-5192
平戸市岩の上町1508ー3

開庁時間　午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝日、12月29日～翌年１月３日を除く）

空き家バンク物件取得後のリフォーム、親子でスマイル住宅支援、結婚新生活支援に関する相談を承りま
す。

長崎県松浦市都市計画課

住所
〒859-4598
松浦市志佐町里免３６５

主に耐震診断、耐震改修に関する相談

壱岐市建設部建設課建築整備班

住所
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）
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長崎県
窓口名

連絡先 0959-72-6118（内線：211)

FAX 0959-74-1994

URL https://www.city.goto.nagasaki.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0959-37-0021（内線：272７)

FAX 0959-22-0364

URL http://www.city.saikai.nagasaki.jp E-mail ju-ken@city.saikai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-38-3111

FAX 0957-38-6592

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-73-6677

FAX 0957-82-0240

URL https://www.city.minamishimabara.lg.jp/ E-mail
toshikeikaku@city.minamishimaba
ra.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 095-883-1111（内線：264)

FAX 095-883-3337

URL E-mail

相談日時

備考

長崎県五島市建設管理部建設課建築住宅班

住所
〒853-8501
五島市福江町1-1

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

昭和５６年５月３１日以前に建てられた戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修計画、耐震改修工事に関す
る相談

長崎県西海市建設部住宅建築課

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

住宅の耐震化およびリフォーム支援に関する相談

南島原市建設部都市計画課

住所
〒859-2202
南島原市有家町山川58番地1

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

住所
〒857-2392
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２番地

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

主に住宅性能向上リフォーム事業補助金、親子でスマイル住宅支援事業補助金、耐震診断、耐震改修に関
する相談

長崎県雲仙市建築課

住所
〒859-1107
雲仙市吾妻町牛口名７１４番地

長崎県長与町建設産業部土木管理課

住所
〒851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷６５９－１

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

主に耐震診断、耐震改修に関する相談
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長崎県
窓口名

連絡先 095-882-4807

FAX 095-882-5648

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 095-865-6940

FAX 095-881-2764

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-46-1111（内線：44)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0957-46-1111（内線：25)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-82-5415

FAX 0956-26-6125

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

相談日時

備考

長崎県時津町都市整備課

住所
〒851-2198
西彼杵郡時津町浦郷２７４－１

午前８時４５分～午後５時３０分（土日祝日を除く）

主に耐震診断、耐震改修に関する相談

長崎県時津町福祉部福祉課

8:30～12:00／13:00～17:15
（土日祝日を除く）

耐震診断、耐震計画作成、耐震改修工事に関する相談、その他

長崎県東彼杵町町民課福祉係

住所
〒859-3808
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８５０－６

8:30～12:00／13:00～17:15
（土日祝日を除く）

住所
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1

午前8時45分～午後5時30分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません）

障害者の住宅改修の相談

長崎県東彼杵町建設課管理係

住所
〒859-3808
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８５０－６

子育て応援住宅支援事業

長崎県川棚町建設課総務管理係

住所
〒859-3692
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1

8:30~12:00/13:00~17:15
（土日祝日を除く）

耐震診断・耐震改修に関する相談
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長崎県
窓口名

連絡先 0956-82-5411

FAX 0956-82-3134

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-82-3130

FAX 0956-82-3134

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-85-2111（内線：142)

FAX 0956-85-7351

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0959-56-3111

FAX 0959-56-4185

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0956-62-2101（内線：225)

FAX 0956-62-3178

URL E-mail

相談日時

備考

長崎県川棚町住民福祉課社会福祉係

住所
〒859-3692
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1

8:30～12:00/13:00～17:15
（土日祝日を除く）

障害者の住宅改修に関する相談

長崎県川棚町健康推進課子育て支援係

午前８時３０分～１２時００分／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

耐震診断、耐震改修に関する相談
住宅性能向上リフォーム支援事業に関する相談
３世代同居・近居促進事業に関する相談

長崎県小値賀町建設課

住所
〒857-4701
北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1

午前9時00分～12時00分／午後1時00分～5時00分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

住所
〒859-3692
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1

8:30～12:00/13:00～17:15
（土日祝日を除く）

３世代同居・近居リフォームに関する相談

長崎県波佐見町建設課建設管理班

住所
〒859-3791
長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷６６０番地

耐震診断・耐震改修に関する相談
3世代同居・近居促進事業に関する相談

長崎県佐々町建設課

住所
〒857-0392
北松浦郡佐々町本田原免１６８－２

午前９時００分～１２時００分／午後１時００分～５時００分
（土曜、日曜、祝日は受付を行いません）

耐震診断、耐震改修に関する相談
住宅性能向上リフォーム支援事業に関する相談
3世代同居・近居促進事業に関する相談
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長崎県
窓口名

連絡先 0959-53-1111

FAX 0959-52-4665

URL E-mail
kensetsu@town.shinkamigoto.nag
asaki.jp

相談日時

備考

新上五島町　建設課

住所
〒857-4495
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５８５番地１

午前８時３０分～１２時００分／午後１３時００分～１７時１５分（土日、祝日は受付を行いません）
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	42長崎県

