地方公共団体の耐震支援制度に関する問い合わせ窓口
都道府県・政令市
北海道
1
札幌市
2 青森県
3 岩手県
宮城県
4
仙台市
5 秋田県
6 山形県
7 福島県
8 茨城県
9 栃木県
10 群馬県
埼玉県
11
さいたま市
千葉県
12
千葉市
13 東京都
神奈川県
横浜市
14
川崎市
相模原市
新潟県
15
新潟市
16 富山県
17 石川県
18 福井県
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
静岡県
22 静岡市
浜松市
愛知県
23
名古屋市
24 三重県
25 滋賀県
京都府
26
京都市
大阪府
27 大阪市
堺市
兵庫県
28
神戸市
29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
岡山県
33
岡山市
広島県
34
広島市
35 山口県
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県
福岡県
40 北九州市
福岡市
41 佐賀県
42 長崎県
熊本県
43
熊本市
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

問い合わせ窓口
建設部 住宅局 建築指導課
都市局 建築指導部 建築安全推進課
県土整備部 建築住宅課
県土整備部 建築住宅課
土木部 建築宅地課
都市整備局 建築宅地部 建築指導課
建設部 建築住宅課
県土整備部 建築住宅課
土木部 建築指導課
土木部 都市局建築指導課
県土整備部 建築課
県土整備部 建築課
都市整備部 建築安全課
建設局 建築部 建築総務課
県土整備部 都市整備局 建築指導課
都市局 建築部 建築指導課
都市整備局 市街地建築部 建築企画課
県土整備局 建築住宅部 建築安全課
建築局 企画部 建築防災課
まちづくり局 市街地整備部 防災まちづくり推進課
都市建設局 まちづくり推進部 建築・住まい政策課
土木部 都市局 建築住宅課
建築部 建築行政課
土木部 建築住宅課
土木部 建築住宅課
土木部 建築住宅課
県土整備部 建築住宅課
建設部 建築住宅課
都市建築部 建築指導課
くらし・環境部 建築住宅局 建築安全推進課
都市局 建築部 建築指導課
都市整備部 建築行政課
建築局 公共建築部 住宅計画課
住宅都市局 都市整備部 耐震化支援室
県土整備部 建築開発課
土木交通部 建築課 建築指導室
建設交通部 建築指導課
都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
都市整備部 事業調整室 都市防災課 耐震グループ
都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 防災・耐震化計画グループ
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
まちづくり部 建築指導課
建築住宅局 建築指導部 安全対策課
地域デザイン推進局 建築安全推進課
県土整備部 都市住宅局 建築住宅課
生活環境部 くらしの安心局 住まいまちづくり課
土木部 建築住宅課
土木部 都市局 建築指導課
都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 建築安全推進係
土木建築局 建築課
都市整備局 指導部 建築指導課
土木建築部 建築指導課
県土整備部 住宅課 建築指導室
土木部 建築指導課
土木部 道路都市局 建築住宅課
土木部 建築指導課
建築都市部 建築指導課
建築都市局 指導部 建築指導課
建築指導部 建築物安全推進課
県土整備部 建築住宅課
土木部 建築課
土木部 建築住宅局 建築課
都市建設局 住宅政策課
土木建築部 建築住宅課
県土整備部 建築住宅課
土木部 建築課
土木建築部 建築指導課

令和4年4月1日現在
電話番号
011-204-5097
011-211-2867
017-734-9693
019-629-5933
022-211-3245
022-214-8323
018-860-2565
023-630-2640
024-521-7529
029-301-4716
028-623-2395
027-226-3708
048-830-5527
048-829-1539
043-223-3184
043-245-5836
03-5388-3348
045-210-6257
045-671-2928
044-200-3017
042-769-8252
025-280-5441
025-226-2841
076-444-3356
076-225-1778
0776-20-0506
055-223-1734
026-235-7335
058-272-8813
054-221-3076
054-221-1124
053-457-2473
052-954-6549
052-972-2787
059-224-2752
077-528-4262
075-414-5346
075-222-3613
06-6944-6057
06-6208-9641
072-228-7482
078-362-4340
078-595-6578
0742-27-7561
073-441-3185
0857-26-7391
0852-22-6586
086-226-7504
086-803-1445
082-513-4133
082-504-2288
083-933-3835
088-621-2598
087-832-3612
089-912-2757
088-823-9891
092-643-3721
093-582-2531
092-711-4580
0952-25-7165
095-894-3093
096-333-2535
096-328-2449
097-506-4679
0985-26-7195
099-286-3710
098-866-2413

