
茨城県
窓口名

連絡先 029-225-6445

FAX 029-226-9156

URL
https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/syose/ind
ex.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-886-3211

FAX 029-886-3212

URL http://www.ibakenju.or.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-305-7300

FAX 029-305-7310

URL http://www.ibakenju.or.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-301-4759

FAX 029-301-4779

URL http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/jutaku/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-232-9222（内線：3543)

FAX 029-232-9286

URL http://www.city.mito.lg.jp/ E-mail sumai@city.mito.lg.jp

相談日時

備考

茨城県消費生活センター（本センター）

住所
〒310-0802
水戸市柵町１－３－１　水戸合同庁舎内

平日は午前９時から午後５時まで、日曜は電話相談のみ午前９時から午後４時まで（土曜・祝日・年末年始
はお休みです）

契約上の相談を承ります。技術的な相談は一般財団法人　茨城県建築センターまでお願いいたします。（０２
９－３０５－７３００）

一般財団法人　茨城県建築センター　(県南事務所)

毎月第1・第3土曜日（祝日は除く）の
10:00～12:00（11:00までにお越しください）
13:00～16:00（15:00までにお越しください）

技術的な相談を承ります。契約上の相談は茨城県消費生活センターまでお願いいたします。（０２９－２２５
－６４４５）

茨城県土木部都市局住宅課

住所
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6

月曜日～金曜日（祝・祭日は除く）９：００～１２：００、１３：００～１６：３０

住所
〒305-2655
茨城県つくば市島名2920（万博公園西F28街区6）

毎月第1・第3土曜日（祝日は除く）の
10:00～12:00（11:00までにお越しください）
13:00～16:00（15:00までにお越しください）

技術的な相談を承ります。契約上の相談は茨城県消費生活センターまでお願いいたします。（０２９－２２５
－６４４５）

一般財団法人　茨城県建築センター　(本部)

住所
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町９７８－３０

契約上の相談は茨城県消費生活センターまでお願いいたします。（０２９－２２５－６４４５）

水戸市都市計画部住宅政策課

住所
〒310-8610
水戸市中央１丁目４番１号

8時30分～17時15分，土・日曜日，祝日を除く。

住宅関係の助成制度について御案内します。
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茨城県
窓口名

連絡先 029-823-3928

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0280-76-1511（内線：2267)

FAX 0280-76-1512

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0280-76-1511（内線：2156)

FAX 0280-76-1594

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0280-23-1718

FAX 0280-22-5189

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0299-23-5526

FAX 0299-22-6070

URL http://www.city.ishioka.lg.jp/ E-mail kenchiku@city.ishioka.lg.jp

相談日時

備考

土浦市消費生活センター

住所
〒300-0043
土浦市中央二丁目16番4号

月曜～金曜（年末年始祝日を除く）　ＡＭ９：３０～ＰＭ４：３０

古河市　都市建設部　営繕住宅課

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～12：00、13：00～17：15

木造住宅の耐震診断をご案内しています。

古河市消費生活センター

住所
〒306-8601
古河市長谷町38-18

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）9：00～12：00、13：00～16：00

住所
〒306-0198
古河市仁連2065番地

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～12：00、13：00～17：15

相談窓口をご案内しています。

古河市　都市建設部　建築指導課

住所
〒306-0198
古河市仁連2065番地

契約上のご相談を承ります。

石岡市都市建設部建築住宅指導課

住所
〒315-8640
茨城県石岡市石岡１－１－１

月曜日～金曜日（祝日，年末年始を除く）　８：３０～１２：００，１３：００～１７：１５

・相談窓口をご案内しています。
・契約に関する相談及び技術的な指導は行っておりません。
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茨城県
窓口名

連絡先 0296-32-1111（内線：2193)

FAX 0296-33-6629

URL http://www.city.yuki.lg.jp/ E-mail shokokanko@city.yuki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-64-1120

FAX 0297-60-1584

URL
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/seikatsu/shohi/
shouhiseikatusennta.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0296-44-8632

FAX 0296-44-9370

URL http://shimotsuma-shouhi.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-23-2111（内線：2730)

FAX 0297-23-2164

URL http://www.city.joso.lg.jp E-mail jutaku@city.joso.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0294-70-1322

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

結城市経済環境部商工観光課

住所
〒307-8501
結城市中央町二丁目3番地

８：３０～１２：００および１３：００～１７：１５（ただし、土日・祝日、年末年始１２月２９日～１月３日は除く）

主に補助金の申請について案内しています。技術的な指導は行っていません。

龍ケ崎市消費生活センター

午前9時00分～12時00分、午後1時00分～4時30分（水・土・日・祝祭日を除く）
休日相談（毎月最終日曜日：午前9時00分～12時00分）

常総市都市建設部都市計画課

住所
〒303-8501
茨城県常総市水海道諏訪町3222-3

月曜～金曜　ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５（ただし、祝日、年末年始１２月２９日～１月３日は除く）

住所
〒301-8611
茨城県龍ケ崎市3710番地

月～金（祝日・年末年始を除く）
１０：００～１１：３０　１３：００～１６：３０

契約上の相談を承ります。

下妻市消費生活センター

住所
〒304-8555
茨城県下妻市鬼怒230

常陸太田市消費生活センター

住所
〒313-8611
茨城県常陸太田市金井町3690

月曜～金曜　（年末年始祝日を除く）午前９：００～１２：００　午後１：００～４：００
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茨城県
窓口名

連絡先 0294-72-3111（内線：234)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0293-23-2114

FAX

URL https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002192.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0293-43-1111（内線：284)

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0293-43-1107

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0296-77-1313

FAX 0296-77-1313

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

相談日時

備考

常陸太田市建設部建築住宅課

住所
〒313-8611
茨城県常陸太田市金井町3690

月曜～金曜（年末年始祝日を除く）午前８：３０～１２：００　午後１：００～５：１５

高萩市消費生活センター

月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

契約上の相談は北茨城市消費生活センターまでお願いいたします。（０２９３－４３－１１０７）

北茨城市消費生活センター

住所
〒319-1592
北茨城市磯原町磯原１６３０（北茨城市役所３階　商工観光課
内）

月曜～金曜日（祝日、年末年始は除く）午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時１５分

住所
〒318-8511
茨城県高萩市本町1-100-1(高萩市役所 観光商工課内)

月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）午前９時～正午、午後１時～午後５時

北茨城市都市建設部都市計画課

住所
〒319-1592
北茨城市磯原町磯原１６３０

契約上の相談を承ります。
商工観光課窓口または電話でご予約ください。

笠間市消費生活センター

住所
〒309-1735
茨城県笠間市友部駅前１番１０号

受付時間：月～土曜日　９時～１２時　１３時～１６時
休館日：第２・第４火曜日・日曜日・祝日・年末年始
　　　　（地域交流センターともべ休館日）

4

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002192.html
http://www.city.kasama.lg.jp/


茨城県
窓口名

連絡先 0297-74-2141（内線：3112)

FAX 0297-72-6040

URL http://www.city.toride.ibaraki.jp/ E-mail toshikeikaku@city.toride.ibaraki.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-873-2111（内線：2561～2)

FAX 029-872-2955

URL http://www.city.ushiku.lg.jp/ E-mail kenchiku@city.ushiku.ibaraki.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-861-1333

FAX

URL
http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kankyo/shohi/1000980.
html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0299-82-2911（内線：413～415)

FAX 0299-82-4900

URL E-mail
toshikei1@city.ibaraki-
kashima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0299-63-1111（内線：347)

FAX 0299-62-4222

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

相談日時

備考

取手市都市整備部都市計画課

住所
〒302-0025
取手市西２－３５－３

月曜日～金曜日（祝・祭日は除く）
８：３０～１７：１５

取手市住宅リノベーション補助金についてのご案内をしております。

牛久市役所　建設部　建築住宅課

月曜日～金曜日（祝日及び１２／２９～１／３を除く）受付時間　９：００～１２：００ １３：００～１６：００

鹿嶋市都市整備部都市計画課

住所
〒314-8655
茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１

平日午前８：３０～午後５時１５分まで

住所
〒300-1292
茨城県牛久市中央三丁目１５－１

8:30～12:00および13:00～17:15（ただし、土日・祝日・年末年始12月29日～1月3日は除く）

つくば市消費生活センター

住所
〒305-0031
茨城県つくば市吾妻1-2-5

潮来市建設部都市建設課

住所
〒311-2493
潮来市辻６２６

受付時間　8：30～12：00／13：00～17：15　月曜～金曜（祝・祭日及び年末年始12/29～1/3は除く）
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茨城県
窓口名

連絡先 0297-45-2327

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0295-52-1111（内線：274)

FAX 0295-52-2250

URL https://www.city.hitachiomiya.lg.jp E-mail kigyoyuchi@city.hitachiomiya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-298-1111（内線：344)

FAX 029-298-0112

URL https://www.city.naka.lg.jp/ E-mail kanzai@city.naka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0296-20-1177

FAX 0296-20-1183

URL E-mail kenchik@city.chikusei.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-36-2035

FAX 0297-20-8025

URL E-mail

相談日時

備考

守谷市消費生活センター

住所
〒302-0198
守谷市大柏950-1

月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）
午前9時～正午、午後1時～4時

メールやFAX等文書でのやり取り・回答は行っておりません。

常陸大宮市　産業観光部　商工観光課

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日・祝祭日・年末年始１２／２９～１／３を除く）

相談窓口をご案内しております。

筑西市土木部建築課

住所
〒308-8616
茨城県筑西市丙360番地

8:30～12:00／13:00～17:15（土・日曜日・祝祭日・年末年始12/29～1/3を除く）

住所
〒319-2292
茨城県常陸大宮市中富町3135-6

８時３０分～１７時１５分　月曜～金曜（祝・祭日及び年末年始１２月２９日～１月３日は除く）

常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金制度についての案内をしております。

那珂市総務部管財課

住所
〒311-0192
茨城県那珂市福田1819-5

坂東市消費生活センター

住所
〒306-0692
坂東市岩井４３６５番地

月～金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00
（土日祝祭日・年末年始を除く）

契約上の相談を承ります。
（技術的な相談は行っておりません。）
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茨城県
窓口名

連絡先 0297-20-8666（内線：1284)

FAX 0297-20-8025

URL https://www.city.bando.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-893-1523

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-897-1111（内線：2528・2529)

FAX

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0296-58-5111（内線：1166)

FAX 0296-58-7456

URL http://www.city.sakuragawa.lg.jp E-mail toshi_s@city.sakuragawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0299-90-1166

FAX 0299-90-1226

URL https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/ E-mail shouhi-c@city.kamisu.ibaraki.jp

相談日時

備考

坂東市 産業経済部 商工観光課

住所
〒306-0692
坂東市岩井４３６５番地

月～金曜日 8:30～17:15
（土日祝祭日・年末年始を除く）

坂東市住宅リフォーム資金助成制度について案内をしております。
※契約上の相談は坂東市消費生活センター（0297-36-2035）までお願いします。
（技術的な相談は行っておりません。）

稲敷市消費生活センター

月曜～金曜（年末年始祝日を除く）　ＡＭ９：００～ＰＭ４：００

桜川市建設部都市整備課

住所
〒309-1293
茨城県桜川市羽田1023

8:30～12:00／13:00～17:15
(土･日･祝祭日･年末年始12/29～1/3を除く)

住所
〒300-0595
茨城県稲敷市犬塚1570番地1

毎週月～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）９：３０～１６：３０

・契約上の相談を承ります。（技術的な相談は行っておりません。）　
・相談窓口のご紹介を行っております。

かすみがうら市消費生活センター

住所
〒300-0192
かすみがうら市大和田５６２

神栖市消費生活センター

住所
〒314-0192
茨城県神栖市溝口4991番地5　市役所分庁舎

月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）午前９時～正午　午後１時～午後５時

契約上の相談を承ります。
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茨城県
窓口名

連絡先 0299-55-0111（内線：233)

FAX 0299-55-4522

URL http://www.city.namegata.ibaraki.jp/ E-mail
name-
toshikei@city.namegata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0291-34-6446

FAX 0291-34-6465

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0291-36-7754（内線：1261)

FAX 0291-32-4443

URL http://www.city.hokota.lg.jp E-mail tokei@city.hokota.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-58-2111（内線：4103)

FAX 0297-58-5811

URL http://www.city.tsukubamirai.lg.jp E-mail
syakaihukusi01@city.tsukubamira
i.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-58-2111（内線：5402)

FAX 0297-52-6024

URL http://www.city.tsukubamirai.lg.jp E-mail
kaihatsu01@city.tsukubamirai.lg.j
p

相談日時

備考

行方市建設部都市建設課

住所
〒311-3512
行方市玉造甲４０４

月曜日〜金曜日（祝日、年末年始を除く）８：３０～１２：００，１３：００～１７：１５

行方市消費生活センター

平日8:30～17:15（土日祝日等閉庁日除く）

・相談窓口のご紹介を行っております。
・技術的及び専門的なご相談は行っておりません。

つくばみらい市保健福祉部社会福祉課

住所
〒300-2395
茨城県つくばみらい市福田１９５

平日８：３０から１７：１５まで

住所
〒311-1792
行方市山田2564-10　行方市役所北浦庁舎内

月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）午前9時～12時　午後1時～4時

鉾田市役所　都市計画課

住所
〒311-1592
鉾田市鉾田１４４４番地１

つくばみらい市都市建設部開発指導課

住所
〒300-2492
茨城県つくばみらい市加藤237

8:30～17:15（土日・祝日・年末年始を除く）

・木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修を案内しています。
・契約上の相談は消費生活センターまでお願いします。（0297-25-3288）
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茨城県
窓口名

連絡先 0299-48-1111（内線：1413)

FAX 0299-48-1199

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-292-1111（内線：153)

FAX 029-292-6759

URL http://www.town.ibaraki.lg.jp/ E-mail juutaku@town.ibaraki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-267-5111（内線：262)

FAX 029-266-3577

URL http://www.town.oarai.lg.jp/ E-mail toshiken@town.oarai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-288-3111（内線：279)

FAX 029-288-2113

URL http://www.town.shirosato.lg.jp/ E-mail toshiken@town.shirosato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-282-1711（内線：1247・1248)

FAX 029-287-0658

URL http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/ E-mail toshisei@vill.tokai.ibaraki.jp

相談日時

備考

小美玉市都市建設部都市整備課

住所
〒319-0192
茨城県小美玉市堅倉835

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
9:00～12:00・13:00～17:00

茨城町都市建設部都市整備課

受付時間　8:30〜17：15(土曜、日曜、祝日は受付を行いません。)

城里町　都市建設課

住所
〒311-4391
茨城県東茨城郡城里町石塚１４２８－２５

平日 9:00～16:00 ※閉庁日を除く

住所
〒311-3192
茨城県東茨城郡茨城町小堤１０８０

８：３０～１２：００，１３：００～１７：１５（閉庁日を除く）

住宅リフォームに関する助成制度のご案内をしております。
技術的及び専門的な相談は行っておりません。

大洗町都市建設課

住所
〒311-1392
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275

住宅リフォームに関する助成制度をご案内しております。
技術的及び専門的な相談は行っておりません。

東海村建設部都市整備課

住所
〒319-1192
茨城県那珂郡東海村東海３－７－１

毎月第３木曜日１０：００～１６：００

住まいに関する様々な疑問，困りごとなど，住まいに関する全般的な相談窓口です。
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茨城県
窓口名

連絡先 0295-72-1124（内線：276)

FAX 0295-72-1167

URL http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000297.html E-mail kankou@town.daigo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-885-7141

FAX 029-885-7141

URL https://www.vill.miho.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 029-888-1111（内線：232)

FAX 029-887-9560

URL http://www.town.ami.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-84-6957（内線：142)

FAX 0297-84-0881

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0296-48-1111（内線：2330)

FAX 0296-48-3001

URL E-mail

相談日時

備考

大子町消費生活センター

住所
〒319-3526
大子町大字大子８６６

午前９時００分～正午，午後１時００分〜午後４時００分（土日祝日、年末年始を除く）

美浦村消費生活センター

月～金曜日ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

河内町都市整備課

住所
〒300-1392
稲敷郡河内町源清田１１８３

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　８：３０～１７：１５

住所
〒300-0492
稲敷郡美浦村大字受領１５１５

月・水・木・金（祝日、年末年始はお休みです）
午前9時～正午（受付は11時半まで）
午後1時～4時（受付は3時半まで）

阿見町産業建設部都市計画課

住所
〒300-0392
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号

八千代町　産業建設部　都市建設課

住所
〒300-3592
茨城県結城郡八千代町大字菅谷１１７０番地

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

木造住宅の耐震診断、耐震改修の助成制度についてご案内しています。
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茨城県
窓口名

連絡先 0280-84-0006

FAX

URL E-mail kenkou@town.goka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0280-81-1314

FAX 0280-87-2630

URL https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/ E-mail syoko@town.ibaraki-sakai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0297-68-2211（内線：233)

FAX 0297-68-8300

URL E-mail toshikei@town.tone.lg.jp

相談日時

備考

五霞町役場　健康福祉課

住所
〒306-0392
茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162番地1

午前8時30分から午後5時15分
※閉庁日を除く。

重度障害者（児）住宅リフォームに限る

境町役場　まちづくり推進課

月曜～金曜（祝日を除く）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

・相談窓口のご紹介を行っております。
・技術的な相談は行っておりません。

住所
〒306-0495
茨城県猿島郡境町391-1

月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

技術的な指導は行っておりません。

利根町都市整備課

住所
〒300-1696
茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1
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