
公営住宅等の提供可能戸数について（中部以西の27府県）
　

H30.11.27_08:00時点

提供可能戸数
（うち
　即入居可能）

問い合わせ先

合計 8,845戸 （5,879戸）

岐阜県 577 337 住宅課（電話058-272-1111　内線3661）

静岡県 215 161 くらし・環境部建築住宅局公営住宅課（電話054-221-3085）

静岡市 38 27 住宅政策課（054-221-1132）

浜松市 107 107 都市整備部住宅課（電話053-457-2455）

愛知県 198 141 県営住宅管理室（電話052-954-6578）

名古屋市 32 32 住宅都市局住宅部住宅管理課（電話052-972-2953)

三重県 153 81 住宅政策課（電話059-224-2703）

福井県 104 57 建築住宅課（電話0776-20-0507）

滋賀県 85 29 住宅課（電話077-528-4234）

京都府 49 43 住宅課（電話075-414-5366）　　　

京都市 10 10
住宅管理課（電話075-222-3631）
被災者向け住宅情報センター（075-223-0750 ）

大阪府 78 15 都市居住課（電話06-6210-9710）

大阪市 50 50 都市整備局住宅部管理課（電話06-6208-9264～9266）

堺市 13 0 住宅管理課（電話072-228-8343）

兵庫県 517 414 住宅管理課（電話078-230-8460）

神戸市 50 49 住宅管理課（電話078-322-5585）

奈良県 68 68 住まいまちづくり課（電話0742-27-7539）

和歌山県 589 211 建築住宅課(電話073-441-3238又は073-441-3214)

鳥取県 63 52 住まいまちづくり課（電話0857-26-7411）

島根県 164 118 建築住宅課（電話：0852-22-6588）

岡山県 412 345 住宅課（電話086-226-7536）

岡山市 25 25 住宅課（電話086-803-1471）

広島県 452 452 住宅課（電話082-513-4166）

広島市 92 92 住宅政策課（電話082-504-2293）

山口県 190 83 住宅課（電話083-933-3880）

徳島県 109 55 住宅課（電話088-621-2615）

香川県 52 29 土木部住宅課（電話087-832-3581）

愛媛県 418 201 建築住宅課（電話089-912-2759）

高知県 579 348 住宅課（電話088-823-9859）

福岡県 582 277 県営住宅課（電話092-643-3739）

北九州市 42 42 住宅管理課（電話093-582-2556）

福岡市 17 17 住宅管理課（電話092-271-2553）

佐賀県 462 220 建築住宅課（電話0952-25-7368）

長崎県 127 102 土木部住宅課（電話095-894-3102）

熊本県 184 119 住宅課（電話096-333-2550）

熊本市 10 10 住宅課（電話096-328-2461）

大分県 150 106 建築住宅課（電話097-506-4677）

宮崎県 562 478 建築住宅課（電話0985-26-7196）

鹿児島県 1,220 876 建築課住宅政策室（099-286-3735）

都道府県名
政令市名

※入居の条件等は各自治体によって異なりますので、まずは以下の問い合わせ先にご相談ください。

※政令市以外の市町村営の住宅については、府県の問合せ先にご相談ください。



公営住宅等の空室提供に関する相談窓口について（中部以西の27府県以外の地方公共団体）

H30.11.27_08:00時点

所在都道府県 事業主体 　担当課 電話番号

北海道 北海道 建設部住宅局住宅課住宅管理グループ 011-204-5583

北海道 札幌市 都市局市街地整備部住宅課 011-211-2806

北海道 江別市 建設部建築住宅課住宅係 011-381-1041

北海道 千歳市 建設部市営住宅課住宅管理係 0123-24-0427

北海道 石狩市 建設水道部建築住宅課市営住宅担当 0133-72-3144

北海道 当別町 建設水道部建設課管理住宅係 0133-23-3197

北海道 新篠津村 産業建設課建築係 0126-57-2111

北海道 函館市 住宅課 0138-21-3382

北海道 北斗市 建設部都市住宅課建築住宅係 0138-73-3111

北海道 福島町 建設課 01394-7-3006

北海道 知内町 建設水道課管財係 01392-5-6161

北海道 木古内町 建設水道課　建築グループ 01392-2-3131

北海道 七飯町 経済部都市住宅課住宅対策係 0138-65-5794

北海道 鹿部町 建設水道課 01372-7-5294

北海道 森町 建設課建築住宅係 01374-7-1285

北海道 八雲町 町営住宅等：建設課・地域振興課/教員住宅：学校教育課 0137-62-2111

北海道 長万部町 建設課建築公園係 01377-2-2456

北海道 上ノ国町 施設課財産管理グループ 0139-55-2311

北海道 厚沢部町 建設水道課 0139-64-3315

北海道 乙部町 建設課管理係 0139-62-2311

北海道 奥尻町 建設水道課管理係 01397-2-3408

北海道 今金町 総務財政課財政管財グループ 0137-82-0111(内線244)

北海道 せたな町 建設水道課 0137-84-5111

北海道 小樽市 建設部建築住宅課 0134-32-4111(内354)

北海道 島牧村 施設課施設係 0136-75-6272

北海道 黒松内町 建設水道課 0136-72-4432

北海道 喜茂別町 施設課管理係 0136-33-2211

北海道 共和町 環境整備課建築係 0135-73-2011(内257)

北海道 泊村 建設水道課 0135-75-2140

北海道 神恵内村 財政課管財係 0135-76-5011

北海道 古平町 建設水道課管理係 0135-42-2181

北海道 赤井川村 建設課建築係 0135-34-6211

北海道 夕張市 建設課建築住宅係 0123-52-3119

北海道 岩見沢市 建設部建築課住宅管理係 0126-23-4111

北海道 芦別市 都市建設部建築係 0124-22-2111

北海道 赤平市 建設課住宅係 0125-32-1820

北海道 三笠市 経済建設部建設課住宅係 01267-2-3998

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先地方公共団体名

※入居の条件等は各自治体によって異なりますので、まずは以下の問い合わせ先にご相談ください。



所在都道府県 事業主体 　担当課 電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先地方公共団体名

北海道 滝川市 建築住宅課公営住宅係 0125-28-8015

北海道 砂川市 建築住宅課住宅係 0125-54-2121

北海道 歌志内市 建設課　住宅管理グループ 0125-42-2223

北海道 深川市 建設水道部建築住宅課住宅係 0164-26-2453

北海道 南幌町 都市整備課都市施設グループ 011-378-2121

北海道 奈井江町 まちなみ課建築公住係 0125-65-2116

北海道 上砂川町 建設課　管理係 0125-62-2221

北海道 由仁町 建設水道課　土木・建築担当 0123-83-2116

北海道 長沼町 都市整備課 0123-76-8024

北海道 栗山町 建設課 0123-73-7512

北海道 月形町 産業課住宅建築係 0126-53-2322

北海道 新十津川町 建設課都市管理グループ 0125-76-2139

北海道 秩父別町 建設課 建設グループ 0164-33-2111

北海道 雨竜町 産業建設課建築担当 0125-77-2211

北海道 北竜町 建設課　建築住宅係 0164-34-2111

北海道 沼田町 住民生活課 0164-35-2115

北海道 旭川市 建築部市営住宅課 0166-25-8510

北海道 士別市 建設水道部建築課 0165-23-3121

北海道 名寄市 建設水道部公営住宅担当 01654-3-2111

北海道 富良野市 総務部総務課総務係 0167-39-2300

北海道 東神楽町 建設水道課 0166-83-5413

北海道 当麻町 総務課防災係 0166-84-2111

北海道 比布町 建設課住宅管理係 0166-85-4807

北海道 愛別町 建設課管理係 01658-6-5111

北海道 上川町 企画総務課管財担当 01658-2-4062

北海道 南富良野町 建設課建築係 0167-52-2179

北海道 和寒町 建設課管理係 0165-32-2424

北海道 美深町 建設水道課水道住宅グループ 01656-2-1616

北海道 留萌市 都市環境部建築住宅課 0164-42-2025

北海道 増毛町 建設課建築係 0164-53-1115

北海道 羽幌町 町民課住宅係 0164-62-1211

北海道 初山別村 経済課管理係 0164-67-2211

北海道 遠別町 住民課生活環境係（01632-7-2113） 01632-7-2113

北海道 稚内市 都市整備課住宅管理グループ 0162-23-6422

北海道 枝幸町 建設課建築公営住宅グループ 0163-62-1250

北海道 豊富町 建設課建築係 0162-82-1001

北海道 利尻富士町 建設課まちづくり係 0163-82-2511

北海道 網走市 建設港湾部建築課 0152-44-6111

北海道 紋別市 建設部都市建築課住宅管理担当 0158-24-2111

北海道 美幌町 建設水道部建築グループ公営住宅担当 0152-73-1111

北海道 津別町 建設課住宅グループ 0152-76-2151 （内線252）



所在都道府県 事業主体 　担当課 電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先地方公共団体名

北海道 斜里町 総務部財政課契約財産係 0152-23-3131

北海道 清里町 町民課町民生活グループ 0152-25-3577

北海道 置戸町 総務課管財係 0157-52-3353

北海道 佐呂間町 建設課管理係 01587-2-1210

北海道 遠軽町 経済部建設課 0158-42-4817

北海道 湧別町 建設課管理係 01586-2-5869

北海道 滝上町 建設課建築係 0158-29-2111

北海道 興部町 建設課建築維持係 0158-82-2131

北海道 西興部村 産業建設課福祉係 0158-87-2111

北海道 大空町 住民課住民グループ 0152-74-2111

北海道 室蘭市 都市建設部市営住宅課 0143-25-2685

北海道 苫小牧市 都市建設部住宅課管理係 0144-32-6316

北海道 登別市 都市整備部建築住宅Ｇ 0143-85-4399

北海道 豊浦町 建設課管理係 0142-83-1412

北海道 壮瞥町 経済建設課建設係 0142-66-2121

北海道 白老町 建設課住宅Ｇ 0144-82-4215

北海道 厚真町 建設課建築住宅Ｇ 0145-27-2325

北海道 洞爺湖町 建設課 0142-74-3007

北海道 安平町 建設課施設Ｇ 0145-22-2516

北海道 むかわ町 建設水道課技術Ｇ 0145-42-2427

北海道 日高町 管財建築課　建築・公営住宅グループ 01456-2-6187

北海道 浦河町 建設課住宅管理係 0146-26-9011

北海道 えりも町 建設水道課建築管財係 01466-2-2111

北海道 新ひだか町 経済部建設課住宅建築・維持G 0146-43-2111

北海道 帯広市 住宅課市営住宅係 0155-65-4190

北海道 音更町 建築住宅課住宅係 0155-42-2111(内線324)

北海道 士幌町 建設課 01564-5-5216

北海道 上士幌町 建設課 01564-2-4297

北海道 鹿追町 建設水道課 0156-66-4033

北海道 新得町 施設課町営住宅係 0156-64-0529

北海道 清水町 建設課 0156-62-2113

北海道 芽室町 住民生活課 0155-62-9723

北海道 中札内村 施設課 0155-67-2496

北海道 大樹町 建設水道課 01558-6-2920

北海道 広尾町 建設水道課 01558-2-0178

北海道 幕別町 都市計画課 0155-54-6623

北海道 池田町 町民課 015-572-3114

北海道 豊頃町 施設課 015-574-2215

北海道 本別町 建設水道課 0156-22-8122

北海道 足寄町 総務課契約財産室 0156-25-2141

北海道 陸別町 建設課 0156-27-2141



所在都道府県 事業主体 　担当課 電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先地方公共団体名

北海道 釧路町 都市建設課住宅管理係 0154-62-2111(内線269)

北海道 厚岸町 建設課契約管財係 0153-52-3131(内線276)

北海道 標茶町 管理課管財係 015-485-2111(内線141･142)

北海道 弟子屈町 建設課管理係 015-482-2191(内線354)

北海道 白糠町 建設課住宅管理係 01547-2-2171(内線285)

北海道 根室市 総務・防災担当 0153-23-6111

北海道 中標津町 建設水道部都市住宅課住宅係 0153-73-3111 内線(392)

北海道 標津町 建設水道課 0153-82-2131

青森県 弘前市 財務部財産管理課 0172-35-1321

青森県 藤崎町 建設課　管理係 0172-88-8289

宮城県 宮城県 土木部住宅課住宅管理班 022-211-3252

宮城県 塩竈市 定住促進課建築住宅課係 022-364-1126

宮城県 気仙沼市 建築公営住宅課住宅管理・企画係 0226-22-3454・0226-22-3455

宮城県 白石市 建設課建築住宅係 0224-22-1326

宮城県 角田市 都市整備課住宅係 0224-63-0138(1191)

宮城県 多賀城市 建設部都市計画課 022-368-1141(421)

宮城県 岩沼市 建設部復興・都市整備課 0223-22-1111(429)

宮城県 登米市 住宅都市整備課 0220-34-2326

宮城県 栗原市 建築部建築住宅課住宅係 0228-22-1153

宮城県 大崎市 建築住宅課住宅計画係 0229-23-8057

宮城県 村田町 建設課管理班 0224-83-6407

宮城県 柴田町 都市建設課 0224-55-2121

宮城県 丸森町 建設課建築住宅班 0224-72-3032

宮城県 亘理町 施設管理課管理班 0223-34-0512

宮城県 大衡村 都市建設課 022-341-8515

宮城県 色麻町 建設水道課 0229-65-2224

宮城県 南三陸町 建設課公営住宅管理係 0226-46-1377

茨城県 茨城県 土木部都市局住宅課 029-301-4750

茨城県 水戸市 都市計画部住宅政策課 029-232-9200

茨城県 日立市 保健福祉部住宅課 0294-22-3111

茨城県 土浦市 住宅営繕課 029-826-1111

茨城県 古河市 都市建設部営繕住宅課 0280-76-1511

茨城県 石岡市 建築住宅指導課 0299-23-1111

茨城県 結城市 都市計画課 0296-32-1111

茨城県 龍ケ崎市 都市施設課 0297-64-1111

茨城県 常総市 都市計画課 0297-30-6202

茨城県 常陸太田市 建設部建築住宅課 0294-72-3111

茨城県 高萩市 建設課 0293-23-7032

茨城県 笠間市 管理課 0296-77-1101

茨城県 つくば市 建設部　住宅政策課 029-883-1359

茨城県 ひたちなか市 住宅課 029-273-0111



所在都道府県 事業主体 　担当課 電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先地方公共団体名

茨城県 常陸大宮市 建設部　都市計画課 0295-52-1111

茨城県 那珂市 建築課 029-298-1111

茨城県 筑西市 建築課 0296-20-1177

茨城県 坂東市 管財課 0297-21-2179

茨城県 桜川市 都市整備課 0296-58-5111

茨城県 行方市 都市建設課 0299-72-0811

茨城県 小美玉市 都市建設部都市整備課 0299-48-1111

茨城県 城里町  都市建設課 （029）288－3111

茨城県 大子町 建設課 0295-72-2611

茨城県 阿見町 道路公園課 029-888-1111

茨城県 河内町 都市整備課 0297-84-6957

栃木県 栃木県 県土整備部住宅課公営住宅担当 028-623-2486

栃木県 宇都宮市 都市整備部住宅課 028-632-2553

栃木県 足利市 都市建設部 建築住宅課 住宅担当 0284-20-2198

栃木県 佐野市 建築住宅課建築住宅係 0283-20-3103

栃木県 鹿沼市 都市建設部建築課住宅係 0289-63-2217

栃木県 小山市 建設水道部建築課住宅管理係 0285-22-9213

群馬県 群馬県 県土整備部　住宅政策課 027-226-3718

群馬県 前橋市 都市計画部　建築住宅課 027-898-6833

群馬県 館林市 都市建設部　建築課 0276-72-4111

群馬県 富岡市 都市建設部　建築課 0274-62-1511

群馬県 渋川市 建設部建築住宅課住宅管理係 0279-22-2072

群馬県 大泉町 都市建設部　都市整備課 0276-63-3111

群馬県 沼田市 都市建設部　建築住宅課 0278-23-2111

群馬県 高崎市 建設部建築住宅課 027-321-1324

群馬県 太田市 都市政策部　建築住宅課 0276-47-1898

群馬県 中之条町 建設課 0279-75-8828

群馬県 桐生市 都市整備部　建築住宅課 0277-46-1111

群馬県 藤岡市 都市建設部　建築課　住宅係 0274-40-2326

群馬県 長野原町 建設課 0279-82-3010

群馬県 板倉町 都市建設課　計画管理係 0276-82-1111

群馬県 伊勢崎市 建設部　住宅課 0270-27-2764

群馬県 高山村 建設課　住宅係 0279-63-2111

群馬県 安中市 建設部　建築住宅課 027-382-1111

群馬県 東吾妻町 建設課　管理係 0279-68-2111

埼玉県 埼玉県 都市整備部　住宅課 048-830-5564

埼玉県 さいたま市 建設局建築部住宅政策課 048-829-1521

埼玉県 行田市 建設部営繕課 048‐556‐1111（内線5724）

埼玉県 鴻巣市 都市整備部建築課 048-541-9014

埼玉県 東松山市 住宅建築課 0493-21-1424

埼玉県 春日部市 住宅政策課 048-736-1111
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埼玉県 深谷市 建築住宅課 048-574-6655（直通）

埼玉県 越谷市 都市整備部建築住宅課 048-963-9205

埼玉県 蕨市 都市整備部建築課公共施設担当 048-433-7741

埼玉県 日高市 都市整備部　都市計画課 042-989-2111（代表）

埼玉県 毛呂山町 管財課 049-295-2112（内541）

埼玉県 越生町 まちづくり整備課都市計画担当 049-292-3121(内線154)

埼玉県 小川町 都市政策課 0493‐72‐1221(代表）

埼玉県 神川町 地域総務課 0274-52-3271

千葉県 千葉県 県土整備部都市整備局住宅課 043-223-3222

千葉県 木更津市 住宅課 0438-23-8598

千葉県 我孫子市 建築住宅課 04-7185-1111（内線603）

千葉県 長柄町 建設環境課 0475-35-2114

神奈川県 川崎市 まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課 044-200-2948

新潟県 新潟市 建築部住環境政策課 025-226-2817

富山県 富山県 土木部建築住宅課 076-444-3358

富山県 高岡市 都市創造部建築政策課 0766-20-1403

石川県 石川県 土木部建築住宅課 076-225-1776

石川県 金沢市 定住促進部市営住宅課 076-220-2331

石川県 輪島市 都市整備課 0768-23-1156

石川県 加賀市 建設部建築課 0761-72-7936

石川県 穴水町 基盤整備課 0768-52-3680

山梨県 山梨県 県土整備部住宅対策室 055-223-1732

長野県 長野県 建設部建築住宅課公営住宅室 026-235-7337

沖縄県 沖縄県 土木建築部　住宅課　管理班 098-866-2418


