
窓口設置箇所 電話番号 休日 窓口設置箇所 電話番号 休日

北海道 栃木県住宅供給公社 総務部 管理課 028-622-0461 ★

青森県 群馬県

青森県 住宅供給公社 賃貸住宅管理部 017-723-1628 ★

青森県 住宅供給公社 弘前出張所 0172-33-0314 ★ 埼玉県

青森県 住宅供給公社 八戸出張所 0178-27-4100 ★ 埼玉県 県土整備部 住宅課 048-830-5564 ★

五所川原 土木事務所 建築指導課 0173-34-2111 ★ 千葉県

十和田 土木事務所 建築指導課 0176-22-8111 ★ 千葉県 都市部 住宅課（千葉県すまい情報センター） 043-223-3265 ★

むつ土木事務所 建築指導課 0175-22-8581 ★ 千葉県住宅供給公社 管理部 業務課（総合案内所） 043-227-5673 年末年始

岩手県 千葉市 建築部 住宅政策課（すまいアップコーナー） 043-245-5690 ★(第1・3日開)

岩手県 県土整備部 建築住宅課 019-629-5932 ★ 東京都

岩手県住宅供給公社 販売促進課 019-652-2220 ★ 東京都 住宅局 管理部 募集課 03-5321-1111 ★

金ヶ崎町　都市計画課 0197-42-2111 ★ 東京都住宅供給公社 募集センター都営入居係 03-3409-4522 ★

多摩市 くらしと文化部 住宅課 042-338-6817 ★

宮城県

宮城県 土木部 住宅課 022-211-3252 ★ 神奈川県

（財）宮城県建築住宅センター 022-224-0014 ★ 神奈川県 県土整備部 住宅管理課 045-210-1111 ★

仙台市 都市整備局 建築部 住宅課 022-214-8330 ★ 川崎市住宅供給公社 044-244-7577 ★

秋田県 横須賀市 都市部 住宅政策課 0468-22-9604 ★

秋田県 建築住宅課 018-860-2563 ★ 平塚市 都市整備部 建築課 0463-21-8784 ★

秋田県 北秋田建設事務所 建築課 0186-63-2531 ★ 鎌倉市 都市整備部 建築住宅課 0467-23-3000 ★

秋田県 山本建設事務所 建築課 0185-52-6103 ★ 小田原市 建設部 建築課 0465-33-1553 ★

秋田県 由利建設事務所 建築課 0184-27-1777 ★ 茅ヶ崎市 建設部 建築課 0467-82-1111 ★

秋田県 仙北建設事務所 建築課 0187-63-3113 ★ 逗子市 都市整備部 土木管理課 0468-73-1111 ★

秋田県 平鹿建設事務所 建築課 0182-32-6206 ★ 相模原市 建築部 住宅課 042-754-1111 ★

秋田県 雄勝建設事務所 建築課 0183-73-6166 ★ 三浦市 総務部 管財建設課 0468-82-1111 ★

（財）秋田県建築住宅センター 住管理課 018-836-7850 ★ 秦野市 建設部 建築住宅課 0463-82-5111 ★

山形県 厚木市 都市部 住宅政策課 046-225-2330 ★

山形県 土木部 建築住宅課（山形県すまい情報センター ） 023-647-0780 年末年始 大和市 都市部 建築課 046-260-5422 ★

海老名市 建設部 建設管理課 046-231-2111 ★

福島県 座間市 都市部 建築課 046-252-7032 ★

南足柄市 都市部 営繕課 0465-73-8058 ★

茨城県 綾瀬市 都市部 建築課 0467-77-1111 ★

茨城県 土木部 都市局 住宅課 029-301-4750 ★ 葉山町 福祉環境部 福祉課 0468-76-1111 ★

茨城県庁 県民情報センター（県庁舎2Ｆ） 029-301-2133 年末年始 大磯町 環境福祉部 健康福祉課 0463-61-4100 ★

茨城県庁 県政広報コーナー（県庁舎25Ｆ） 029-301-2133 年末年始 中井町 民生部 保健福祉課 0465-81-5548 ★

ひたちなかインフォメーションセンター 029-264-2207 ★ 大井町 福祉部 社会福祉課 0465-83-8011 ★

カシマ インフォメーションサロン 0299-92-3557 ★ 松田町 総務部 庶務課 0465-83-1221 ★

県北地方総合事務所 029-225-2803 ★ 山北町 町民福祉部 健康福祉課 0465-75-3644 ★

県南地方総合事務所 0298-22-8511 ★ 開成町 都市整備課 0465-84-0321 ★

県西地方総合事務所 0296-24-2211 ★ 箱根町 民生部 健康福祉課 0460-5-7790 ★

鹿行地方総合事務所 0291-33-4111 ★ 真鶴町 福祉健康課 0465-68-1131 ★

（財）茨城住宅管理協会 水戸住宅管理センター 029-226-3355 ★ 湯河原町 経済建設部 土木課 0465-63-2111 ★

（財）茨城住宅管理協会 筑波住宅管理センター 0298-53-1370 ★ 愛川町 建設部 都市施設課 046-285-2111 ★

栃木県 城山町 経済建設部 建設課 042-782-1111 ★

栃木県 土木部 住宅課 028-623-2486 ★ 津久井町 福祉部 健康福祉課 042-784-1141 ★

栃木県住宅供給公社 中央支所 028-626-3198 ★ 相模湖町 民生部 健康福祉課 0426-84-3211 ★

栃木県住宅供給公社 栃木支所 0282-23-6604 ★ 藤野町 民生部 健康福祉課 0426-87-2111 ★

栃木県住宅供給公社 矢板支所 0287-44-0737 ★ （社）かながわ住まい・まちづくり協会 045-664-6896 ★

栃木県住宅供給公社 大田原支所 0287-23-8216 ★ 山梨県

栃木県住宅供給公社 佐野支所 0283-24-5842 ★ 山梨県 土木部 住宅課 管理担当 055-223-1732 ★

栃木県住宅供給公社 足利支所 0284-41-0436 ★ 山梨県住宅供給公社 管理課 管理担当 055-237-1656 ★

全国相談窓口リスト（平成１４年１月1日現在）

平成１４年度開設予定１２箇所 平成１４年度開設予定１箇所

平成１４年度開設予定２箇所

平成１４年度開設予定１箇所

平成１４年度開設予定１０箇所

平成１４年度開設予定１箇所

平成１４年度開設予定１４箇所

★：土、日、祝日、年末年始

この相談窓口は、公共賃貸住宅の情報を集めた「公共賃貸住宅インフォメーション」のシステムを活用し、
制度横断的な公共賃貸住宅の募集情報等をサービスする窓口です。
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