
秋田県
窓口名

連絡先 018-836-7850

FAX 018-836-7852

URL https://www.akjc.or.jp/other/consultation/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 018-860-2561

FAX 018-860-3819

URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14436 E-mail kjseisak@mail2.pref.akita.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0186-23-2311

FAX 0186-23-6074

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0186-63-2531

FAX 0186-62-7163

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0185-52-6103

FAX 0185-54-5226

URL E-mail

相談日時

備考

一般財団法人　秋田県建築住宅センター

住所
〒010-0001
秋田県秋田市中通二丁目３番８号　秋田アトリオンビル５階

平日（年末年始を除く）午前9時30分～午後5時まで

秋田県建設部建築住宅課

平日(年末年始・祝日を除く) 午前9時30分～午後4時

秋田県北秋田地域振興局建設部建築課

住所
〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱７６－１

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分

住所
〒010-8570
秋田市山王四丁目１－１

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分

秋田県鹿角地域振興局建設部建築課

住所
〒018-5201
鹿角市花輪字六月田１

秋田県山本地域振興局建設部建築課

住所
〒016-0815
能代市御指南町１－１０

平日(年末年始・祝日を除く) 午前9時30分～午後4時
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秋田県
窓口名

連絡先 018-860-3491

FAX 018-860-3848

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0184-27-1777

FAX 0184-22-5493

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0187-63-3124

FAX 0187-63-1328

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0182-32-6206

FAX 0182-32-0246

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0183-73-6166

FAX 0183-73-4206

URL E-mail

相談日時

備考

秋田県秋田地域振興局建設部建築課

住所
〒010-0951
秋田市山王四丁目１－２

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分

秋田県由利地域振興局建設部建築課

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分

秋田県平鹿地域振興局建設部建築課

住所
〒013-8502
横手市旭川一丁目３－４１

平日(年末年始・祝日を除く) 午前9時30分～午後4時

住所
〒015-8515
由利本荘市水林３６６

平日(年末年始・祝日を除く) 午前9時30分～午後4時

秋田県仙北地域振興局建設部建築課

住所
〒014-0062
大仙市大曲上栄町１３－６２

秋田県雄勝地域振興局建設部建築課

住所
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目１－１０

平日(年末年始・祝日を除く) 午前9時30分～午後4時
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秋田県
窓口名

連絡先
018-888-5770（内線：30505・
30507・30513・30516～8)

FAX 018-888-5771

URL
https://www.city.akita.lg.jp/shisei/soshiki/1002622/1007420/
1002582.html

E-mail ro-cshs@city.akita.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0185-89-2940

FAX 0185-89-1779

URL https://www.city.noshiro.lg.jp E-mail toshi@city.noshiro.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0182-35-2224

FAX 0182-32-4029

URL https://www.city.yokote.lg.jp/ E-mail kenchiku@city.yokote.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0186-43-7083（内線：721～723)

FAX 0186-55-1018

URL http://www.city.odate.akita.jp/ E-mail kentiku@city.odate.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0185-24-9146（内線：2611)

FAX 0185-23-2424

URL http://www.city.oga.akita.jp/ E-mail kensetsu@city.oga.lg.jp

相談日時

備考

秋田市都市整備部住宅整備課

住所
〒010-8560
秋田県秋田市山王一丁目１番１号

月曜日から金曜日（土日・祝日を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

住宅リフォーム支援事業、多世帯同居・近居推進事業、空き家定住推進事業等の各種補助金等の相談

能代市都市整備部都市整備課

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分

秋田県平鹿地域振興局庁舎内

大館市　建設部　都市計画課

住所
〒018-5792
大館市比内町扇田字新大堤下９３番地６

午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

住所
〒016-8501
能代市上町1番3号

月～金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分～午後5時15分

横手市建設部建築住宅課

住所
〒013-8502
横手市旭川一丁目3番41号

男鹿市産業建設部建設課

住所
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台６６－１

平日（年末年始・祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
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秋田県
窓口名

連絡先 0183-55-8158

FAX 0183-72-2299

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0186-30-0266（内線：5544～5)

FAX 0186-30-1130

URL https://www.city.kazuno.akita.jp/ E-mail ken-ju@city.kazuno.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0184-24-6334

FAX 0184-24-1599

URL http://www.city.yurihonjo.lg.jp/ E-mail kentiku@city.yurihonjo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 018-853-5337

FAX 018-853-5280

URL http://www.city.katagami.akita.jp/ E-mail toshikeikaku@city.katagami.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0187-66-4909

FAX 0187-63-4505

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

相談日時

備考

湯沢市建設部都市計画課

住所
〒012-8501
湯沢市佐竹町１番１号

平日(年末年始・祝日を除く) 午前８時３０分～午後５時１５分

鹿角市建設部都市整備課

平日（年末年始、祝日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分

潟上市建設部都市建設課

住所
〒010-0201
潟上市天王字棒沼台２２６－１

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分

住所
〒018-5292
秋田県鹿角市花輪字荒田４－１

平日（年末年始、祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

由利本荘市建設部建築住宅課

住所
〒015-0801
由利本荘市美倉町２７－２

大仙市建設部建築住宅課

住所
〒014-0063
大仙市大曲日の出町２丁目８番４号

平日(年末年始・土日祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分
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秋田県
窓口名

連絡先 0186-72-5246

FAX 0186-72-9831

URL http://www.city.kitaakita.akita.jp/ E-mail toshi@city.kitaakita.akita.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0184-38-4307

FAX 0184-38-2303

URL http://www.city.nikaho.akita.jp/ E-mail kanri@city.nikaho.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0187-43-2295

FAX 0187-55-5511

URL http://www.city.semboku.akita.jp E-mail toshi@city.semuboku.akita.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0186-29-3910

FAX 0186-29-5481

URL
https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/kensetsuka
/kensetsuhan/index.html

E-mail kensetu@town.kosaka.akita.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0186-77-2224

FAX 0186-77-2227

URL http://www.vill.kamikoani.akita.jp E-mail kensetu@vill.kamikoani.lg.jp

相談日時

備考

秋田県北秋田市建設部都市計画課

住所
〒018-4392
北秋田市米内沢字七曲23

平日（年末年始、祝祭日を除く）午前8時30分～午後5時15分まで

にかほ市　建設部　建設課

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分

小坂町建設課建設班

住所
〒017-0292
鹿角郡小坂町小坂字上谷地４１－１

平日（年末年始・祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分

住所
〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟９３－１　金浦庁舎

平日（年末年始・祝日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分

上記相談窓口の業務は市補助金の交付のみ。
紛争関係の相談窓口は、市民福祉部　生活環境課　消費生活センター
　TEL0184-32-3033

秋田県仙北市建設部建設課

住所
〒014-0392
秋田県仙北市角館町中菅沢８１番地８

上小阿仁村建設課

住所
〒018-4494
秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原１１８番地

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
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秋田県
窓口名

連絡先 0185-79-2115（内線：172、143)

FAX 0185-79-2116

URL http://www.town.fujisato.akita.jp/ E-mail seikatsu@town.fujisato.akita.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0185-85-4820

FAX 0185-72-1536

URL http://www.town.mitane.akita.jp/ E-mail kensetsu@town.mitane.akita.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0185-76-4610

FAX 0185-76-2203

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 018-875-5809

FAX 018-875-5950

URL https://www.town.hachirogata.akita.jp/ E-mail kensetsu@town.hachirogata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 018-874-4420

FAX 018-874-2600

URL E-mail kensetu@town.ikawa.akita.jp

相談日時

備考

藤里町生活環境課、町民課

住所
〒018-3201
山本郡藤里町藤琴字藤琴８番地

平日(年末年始・祝日を除く) 午前８時３０分～午後５時１５分

住宅リフォーム・耐震改修は生活環境課で、福祉関連支援は町民課で対応いたします。

三種町建設課

平日(年末年始・祝日を除く) 午前８時３０分～午後５時１５分

八郎潟町　建設課

住所
〒018-1692
秋田県南秋田郡八郎潟町字大道８０

平日（年末年始・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子８

月～金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分～午後5時15分

八峰町　建設課　建設係

住所
〒018-2502
秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田１１８番地

井川町産業課環境整備班

住所
〒018-1596
秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口７８－１

平日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分～午後5時15分
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秋田県
窓口名

連絡先 0185-45-3653

FAX 0185-45-2162

URL http://www.ogata.or.jp/ E-mail g-kensetsu@ogata.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0187-84-4910

FAX 0187-85-3886

URL https://www.town.misato.akita.jp E-mail kensetsu@town.akita-misato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0183-62-2111（内線：322)

FAX 0183-62-2120

URL https://www.town.ugo.lg.jp/index.html E-mail kanri@town.ugo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0182-47-3408（内線：332)

FAX 0182-47-3800

URL http://www.higashinaruse.com/ E-mail
kensetsu-
h@vill.higashinaruse.akita.jp

相談日時

備考

大潟村産業建設課

住所
〒010-0494
秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１

平日（年末年始・祝日を除く）８：３０～１７：１５

美郷町建設課

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時００分

秋田県東成瀬村建設課兼成瀬ダム課

住所
〒019-0801
秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1

月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒019-1541
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１７０－１０

平日（年末年始・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

羽後町建設課

住所
〒012-1131
雄勝郡羽後町西馬音内字中野１７７
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	05秋田県

