
東京都
窓口名

連絡先 03-5989-1648

FAX

URL https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/risui/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3233-3223

FAX 03-3233-7557

URL https://www.mm-chiyoda.or.jp/ E-mail kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3546-5466

FAX

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3578-2111（内線：2229)

FAX

URL http://www.city.minato.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-5273-3567

FAX 03-3204-2386

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

相談日時

備考

東京都住宅リフォーム推進協議会　あんしん住宅リフォーム相談

住所
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE 3F
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

電話受付 9:00～17:00（土、日、祝休日、年末年始を除く）

一般都民を対象にリフォームに関する電話相談を実施しています。

公益財団法人まちみらい千代田　住宅まちづくりグループ

月～金曜日（祝日除く）　午前８：３０～午後５：００
【住宅修繕等資金融資あっせん】
　区の取り扱い金融機関に修繕等資金の融資あっせんをします。なお、金融機関の審査があり、その結果によ
り融資されない場合もあります。

港区街づくり支援部住宅課

住所
〒105-8511
東京都港区芝公園１－５－２５

すまいの建築相談　毎月第３火曜日　午後１時から４時（１人あたり約１時間）

住所
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町３ー２１　ちよだプラットフォームスク
ウエア４階

月曜日から金曜日（祝祭日を除く）
午前９時から午後５時まで
※マンション管理士による相談は、月曜日から金曜日（祝祭日を除く）午前１０時から午後４時まで

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

中央区都市整備部住宅課

住所
〒104-8404
東京都中央区築地１－１－１

建築士による専門相談です。予約制です。相談日の前週金曜日正午までに電話で受け付けます（先着３名）。

新宿区都市計画部住宅課

住所
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1

受付時間　月～金曜日（祝日除く）午前８時３０分～午後５時

区内の住宅を修繕・増改築したい方に、新宿区住宅リフォーム協議会を通じて住宅修繕業者の紹介をしてい
ます。
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東京都
窓口名

連絡先 03-5803-1374

FAX 03-5803-1376

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-5246-1468

FAX 03-5246-1359

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3617-2262

FAX

URL http://sumida-machi.or.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3647-9473

FAX 03-3647-9268

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先
03-5742-6776（内線：3751～
3753)

FAX 03-5742-6963

URL http://www.city.shinagawa.tokyo.jp E-mail

相談日時

備考

文京区都市計画部住環境課

住所
〒112-8555
東京都文京区春日１－１６－２１

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時から午後５時まで

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

台東区都市づくり部住宅課　無料建築相談

【電話相談】「住まい何でも相談処」で月～金曜の午前９時～午後５時（ただし祝日・年末年始は除く）【専門面
接相談】京島事務所（京島会館１階）で第２～第４火曜の午後（事前予約制で祝日・年末年始は除く。相談テー
マは週により異なります。）

建築一般・耐震相談や建築・修繕業者の紹介を実施するほか、住まいの様々な疑問に対し最も適切な機関・
団体をご案内します。専門家による面接相談は相談テーマを週替りで実施しています。（いずれも無料）

江東区都市整備部住宅課　「江東区住宅リフォーム協議会」

住所
〒135-8383
江東区東陽4-11-28

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

住所
〒110-8615
台東区東上野４－５－６

毎月１回　第１木曜日(原則)
午後１時００分～４時００分まで

毎月１回　一般社団法人台東区建築設計事務所協会に委託し、建築全般について区民の質問に対応してお
り、リフォームについても対応している。

一般財団法人墨田まちづくり公社まちづくり課　「住まい何でも相談処」

住所
〒131-0046
墨田区京島２－１５－５

区民の方からリフォームの内容を確認した上で、協議会を通じて住宅リフォーム業者の紹介をします。

品川区都市環境部住宅課

住所
〒140-8715
東京都品川区広町２－１－３６

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで

住宅リフォーム等における相談窓口のご紹介。区内の建設組合４団体でつくった「品川区住宅センター協議
会」を通じて施工業者を紹介。住宅相談会（品川区耐震化促進協議会主催）を毎月第３水曜日午前１０時から
午後３時、区役所第２庁舎３階ロビーで開催。
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東京都
窓口名

連絡先 03-5722-9878

FAX

URL
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/sodan/zokaish
u.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-5744-1363

FAX

URL http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/reformsoudan.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-6379-1420

FAX 03-6379-4233

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3463-3548

FAX 03-5458-4947

URL https://www.city.shibuya.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3228-5581

FAX 03-3228-5669

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

相談日時

備考

目黒区都市整備部住宅課　住宅増改修相談

住所
〒153-8573
目黒区上目黒2-19-15　目黒区総合庁舎6階

住宅課受付　月～金午前８時３０分から午後５時●リフォーム協会電話受付　０１２０－５９４－８８８月～金午
前１０時から午後５時　●リフォーム協会面談受付（目黒区総合庁舎ロビー相談）第２・４金曜日午前１０時から
午後４時　※祝日及び特定日を除く

区内の住宅関連団体で構成する「目黒区住宅リフォーム協会」を通じて施工業者を紹介しています。　施工業
者が増改修相談に関する相談に応じ、無料で見積もりもします。

大田区建築リフォーム相談

相談会場は各総合支所（世田谷・北沢・玉川・砧・烏山）および三軒茶屋分庁舎となります。会場によって相談
日時が異なりますので詳しくはお問い合わせください。

一級建築士、宅地建物取引士、マンション管理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士がご相談に応じます。
利用できる方は世田谷区在住・在勤・在学の方です。相談時間は３０分（無料）で予約優先です。

渋谷区都市整備部住宅政策課住宅政策係

住所
〒150-8010
渋谷区宇田川町１－１

月曜日～金曜日
８時３０分～１７時

住所
〒144-0035
東京都大田区南蒲田1-20-20　大田区産業プラザPiO

窓口相談　毎月第２・第４火曜日（祝日は除く）　午後１時３０分～午後４時３０分
電話受付　月～金（祝日は除く）　午前８時３０分～午後５時

上記で記載した所在地の郵便番号、住所は令和３年２月15日からのものです。
大田区建築あっせん事業連絡協議会を通じて施工業者を紹介します。窓口相談は区役所本庁舎１階ロビーで
開催。

一般財団法人世田谷トラストまちづくり　住まいサポートセンター　世田谷区住宅相談

住所
〒156-0043
世田谷区松原６－３－５

リフォーム専属の相談員はおりません。

中野区都市基盤部住宅課住宅政策係

住所
〒164-8501
東京都中野区中野4-8-1

平日　午前８時３０分から午後５時

区内小規模建設事業者４団体の持ち回りによる、すまいのリフォーム相談（無料）をご案内します。原則毎週
金曜日に区役所１階ロビーで相談窓口(午前１０時～１２時、午後１時～４時)を開設している他、電話での相談
も対応しています。
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東京都
窓口名

連絡先 03-3312-2111（内線：3529)

FAX 03-5307-0689

URL http://www.city.suginami.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3981-2683

FAX 03-3980-5136

URL http://www.city.toshima.lg.jp E-mail A0022901@city.toshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3908-9201

FAX 03-3908-2244

URL http://www.city.kita.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3802-3111（内線：2825)

FAX 03-3802-4104

URL http://www.city.arakawa.tokyo.jp/ E-mail boumachi@city.arakawa.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3579-2186

FAX 03-3579-2184

URL https://www.city.itabashi.tokyo.jp/ E-mail kb-jsodan@city.itabashi.tokyo.jp

相談日時

備考

杉並区都市整備部住宅課

住所
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1-15-1

毎週月曜日と金曜日　午後１時から４時まで　ただし、祝日・お盆・年末年始を除く

杉並区小規模建設事業団体連絡会と協定、加入５団体が当番で相談会を区役所１階ロビーにて開催

豊島区都市整備部住宅課

開庁日：月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５分（ただし祝祭日は除く）

荒川区防災都市づくり部防災街づくり推進課管理係

住所
〒116-8502
東京都荒川区荒川2-11-1　北庁舎

月曜日から金曜日（年末年始・休日を除く）
８時３０分～１７時１５分

住所
〒171-8422
東京都豊島区南池袋２丁目４５番１号

毎週、月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時１５分まで実施

建設組合（５組合）で構成されている、豊島区住宅相談連絡会をご案内します。
豊島区住宅相談連絡会：月～金（９：００～１７：００）
　　　　　　　　　　　TEL ０１２０－３０９－３７９

北区まちづくり部住宅課

住所
〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22

板橋区都市整備部住宅政策課

住所
〒173-8501
東京都板橋区板橋２－６６－１

月曜日から金曜日まで（年末年始・休日を除く）
午前８時３０分から午後５時まで

①リフォームをする際の登録リフォーム業者と協定金融機関の紹介②リフォーム事業者登録③トラブル等の専
門相談窓口の連絡先紹介
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東京都
窓口名

連絡先 03-5984-1483

FAX

URL
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/shokai.
html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3880-5963（内線：2385~6)

FAX 03-3880-5615

URL https://www.city.adachi.tokyo.jp/ E-mail juutaku@city.adachi.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-5654-8529

FAX 03-3697-1660

URL http://www.city.katsushika.lg.jp E-mail 211800@city.katsushika.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-5662-0517

FAX

URL https://www.city.edogawa.tokyo.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-620-7260

FAX 042-626-3616

URL http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ E-mail b131400@city.hachioji.tokyo.jp

相談日時

備考

練馬区産業経済部経済課

住所
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北６－１２－１

受付時間　月～金曜日（祝日除く）午前８時３０分～午後５時１５分

練馬区住宅サービス協議会を通じて家屋修繕業者の紹介をしています。

足立区建築室住宅課住宅計画係

月曜日から金曜日午前８時３０分から午後５時１５分（祝祭日を除く）

住宅リフォーム等の相談窓口連絡先をご紹介

江戸川区福祉部福祉推進課住宅係

住所
〒132-8501
東京都江戸川区中央１－４－１

月曜日から金曜日（祝日除く）午前８時３０分から午後５時まで

住所
〒120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1

毎月第２水曜日（10月を除く・祝祭日の場合は前日）
午後２時から４時まで（1組あたり45分程度）

住まいの相談　建築士による専門相談（新築・改築・リフォームなど）
事前予約制です。

葛飾区都市整備部住環境整備課

住所
〒124-8555
葛飾区立石5-13-1

住宅リフォーム資金の融資あっせん・区内建築組合を通じて建築職人を紹介

八王子市まちなみ整備部住宅政策課

住所
〒192-8501
八王子市元本郷町3-24-1

午前8時30分から午後5時15分（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

住宅リフォーム等の工事を希望する市民に対し、市と協定を締結した市内の建築組合等の団体を通じて業者
を紹介しています。この他、毎月２～５日間午前９時～午後４時、市内の建築組合等の団体による住宅リ
フォーム等に関する無料相談会を開催しています。
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東京都
窓口名

連絡先 042-523-2111（内線：2562)

FAX 042-528-4333

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0422-60-1976

FAX 0422-51-9250

URL http://www.city.musashino.lg.jp/ E-mail
sec-
jyuutaku@city.musashino.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0422-45-1151（内線：2813)

FAX 0422-46-4745

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0428-22-1111（内線：2533)

FAX 0428-22-3508

URL https://www.city.ome.tokyo.jp E-mail div2570@city.ome.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-335-4458

FAX 042-335-1140

URL E-mail jutaku01@city.fuchu.tokyo.jp

相談日時

備考

立川市市民生活部住宅課

住所
〒190-8666
東京都立川市泉町1156-9

毎週月曜日から金曜日午前８：３０から午後５：００

市民からの住宅リフォーム相談につきましては、住宅課で一次的に受け付けます。個別具体（耐震相談やリ
フォームトラブル等）の相談内容によって、適切な対応が可能な機関及び立川市の担当部署をご紹介いたしま
す。

住宅なんでも相談室【窓口】（武蔵野市都市整備部住宅対策課）

平日の午前８時３０分から午後５時まで。

住宅の修繕や改修に関するご相談は「三鷹市住宅リフォームセンター」を紹介しています。（「三鷹市住宅リ
フォームセンター」は、市内の建築・建設業組合等で結成された団体です。）相談のお申込みは、窓口または
電話で都市計画課へ。

青梅市都市整備部住宅課住宅政策係

住所
〒198-8701
青梅市東青梅1-11-1

月曜日から金曜日（祝日除く）の８時３０分から１７時１５分

住所
〒180-8777
東京都武蔵野市緑町２－２－２８

毎週木曜日　9時～16時　
事前予約制（前週の金曜日まで予約受付）
（相談会場　市役所４階入札室）

武蔵野地域の５団体（建築士事務所協会、マンション管理士会、宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、
司法書士会）が協力し、住まいに関する様々な問題や疑問に対する無料相談窓口を開設しています。市役所
住宅対策課にて予約を受け付けています。

三鷹市都市計画課

住所
〒181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1

◆青梅市住宅施策推進協議会に所属する団体を紹介します。

◆月に１度、青梅市定例住宅相談会を実施しています。詳しくは市HPをご覧ください。

府中市都市整備部住宅課

住所
〒183-0056
東京都府中市寿町１丁目５番地　府中駅北第２庁舎

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前８時半から午後５時まで

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介
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東京都
窓口名

連絡先 042-544-4413

FAX 042-544-6440

URL https://www.city.akishima.lg.jp/li/010/020/030/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-481-7111（内線：7545)

FAX 042-481-6800

URL http://www.city.chofu.tokyo.jp E-mail jyutaku@w2.city.chofu.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
042-724-4269（内線：4064～
4067)

FAX 050-3161-6109

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-387-9861

FAX 042-387-2331

URL https://www.city.koganei.lg.jp/ E-mail s060899@koganei-shi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-346-9532

FAX

URL http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001237.html E-mail

相談日時

備考

昭島市都市計画部都市計画課住宅係

住所
〒196-8511
東京都昭島市田中町１－１７－１

月曜日から金曜日（祝祭日除く）　午前８時３０分～午後５時

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

東京都建築士事務所協会立川支部の協力により、建築士による無料建築相談会を年に１回開催しています。

東京都調布市都市整備部住宅課

月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時まで

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

東京都小金井市都市整備部まちづくり推進課住宅係

住所
〒184-8504
小金井市本町６－６－３

月曜日から金曜日午前８時３０分から午後５時まで（12時～1時、土日、祝祭日は除く）

住所
〒182-8511
東京都調布市小島町2-35-1

月曜日～金曜日（祝祭日除く）
午前８時３０分～午後５時まで（正午～午後１時除く）

バリアフリー適応住宅補助，修築相談窓口のご案内

町田市都市づくり部住宅課

住所
〒194-8520
東京都町田市森野２－２－２２

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

小平市地域振興部市民協働・男女参画推進課

住所
〒187-8701
東京都小平市小川町２－１３３３

月～金曜日(祝日除く)の８時３０分から１７時

住宅リフォーム等における施工業者を、小平市リフォーム斡旋協会を通じてご紹介しています。
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東京都
窓口名

連絡先 042-514-8371（内線：3142)

FAX 042-583-4483

URL
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/saigai/sonae/taishin
/1008357.html

E-mail tosikei@city.hino.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-325-0111（内線：396)

FAX 042-325-1380

URL
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jutaku/ind
ex.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-576-2111（内線：361)

FAX 042-576-0264

URL https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-551-1511（内線：2816・2817)

FAX

URL http://www.city.fussa.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 03-3430-1359

FAX 03-3430-6870

URL http://www.city.komae.tokyo.jp/ E-mail jutakut@city.komae.lg.jp

相談日時

備考

まちづくり部　都市計画課

住所
〒191-8686
日野市神明１－１２－１

月曜日～金曜日（土日祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

木造住宅耐震診断、木造住宅耐震改修工事、住宅のバリアフリー化改修工事に対して補助金を出していま
す。

東京都国分寺市市民生活部経済課

月曜日～金曜日午前８時３０分から午後５時１５分まで

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

福生市都市建設部まちづくり計画課

住所
〒197-8501
東京都福生市本町５番地

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒185-8501
国分寺市戸倉１－６－１

月曜日から金曜日（祝日を除く）午前８時30分から午後５時15分

住宅の増築、改築又は修繕等の施行業者をあっせんする団体を紹介します。また、住宅改修資金の融資あっ
せん及び一部利子補給を行います。

国立市都市整備部都市計画課

住所
〒186-8501
東京都国立市富士見台２－４７－１

住宅の耐震化に関する相談、住宅リフォーム工事の相談窓口連絡先のご案内

狛江市都市建設部まちづくり推進課住宅担当

住所
〒201-8585
東京都狛江市和泉本町1-1-5

平日の午前８時３０分～午後５時まで

住宅の耐震化及び耐震化と同時に行うリフォームの補助金制度に関する相談
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東京都
窓口名

連絡先 042-563-2111（内線：1071・1076)

FAX 042-563-5927

URL http://www.city.higashiyamato.lg.jp E-mail
sangyoushinko@city.higashiyamat
o.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-492-5111

FAX 042-492-2415

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-470-7743（内線：２５２４)

FAX 042-470-7811

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-565-1111（内線：314)

FAX

URL
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1012
250/shiminsoudan/1000662.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-338-6817（内線：２７８１～４)

FAX 042-339-7754

URL E-mail

相談日時

備考

東大和市市民部産業振興課

住所
〒207-8585
東大和市中央３－９３０

月～金曜日（土日祝日除く）午前８時３０分～１２時００分　午後１時～５時００分まで

市と協定を結んでいる市内建設関係団体をご紹介しております。※市が施工業者を直接ご紹介することはあ
りません。あっせん希望者の工事内容に適した施工業者を当該団体を通じてご紹介しています。

清瀬市市民環境部産業振興課

■窓口・電話受付
　月曜～金曜（祝日除く）8:30～17:00（12:00～13:00除く）
■相談会（東久留米市住宅あっせん協議会）
　毎月第２木曜日（８月、１月を除く）

建設業団体（東久留米市住宅あっせん協議会）より業者をあっせんします。

武蔵村山市企画財務部秘書広報課

住所
〒208-8501
武蔵村山市本町１－１－１

毎月第２水曜日　午後１時３０分～４時(５日前までに電話予約）

住所
〒204-8511
清瀬市中里5-842

月曜日～金曜日(祝日・年末年始除く)8時30分～17時00分

清瀬市住宅工事あっせん事業協力会では、市で受付をされた方に市内の建築施行業者さんを工事内容に合
わせてご紹介しています。

東久留米市市民部産業政策課

住所
〒203-8555
東久留米市本町３－３－１

住宅の新築・増改築等の指導、助言等建物関係全般についての相談

多摩市都市整備部都市計画課

住所
〒206-8666
東京都多摩市関戸６－１２－１

月から金までの８：３０から１７：００まで実施（ただし祝祭日は除く）

住宅の耐震化促進及び住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介
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東京都
窓口名

連絡先 042-378-2111（内線：328・329)

FAX 042-378-9719

URL https://www.city.inagi.tokyo.jp/ E-mail toshikeikaku@city.inagi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-555-1111（内線：541)

FAX 042-554-2921

URL http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000759.html E-mail s102000@city.hamura.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-558-1111（内線：2715)

FAX 042-558-1179

URL http://www.city.akiruno.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-438-4052（内線：2-2422)

FAX 042-439-3025

URL https://www.city.nishitokyo.lg.jp/ E-mail jyuutaku@city.nishitokyo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-557-7633

FAX 042-556-3401

URL http://www.town.mizuho.tokyo.jp E-mail sangyo@town.mizuho.tokyo.jp

相談日時

備考

稲城市 都市建設部　都市計画課

住所
〒206-8601
稲城市東長沼２１１１

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）を除く平日
午前８時３０分～午後５時
※　電話等で事前連絡をお願いします。

羽村市企画総務部広報広聴課市民相談係

月曜日から金曜日（祝日除く）の８時３０分から１７時１５分

住宅リフォーム等における専門相談窓口連絡先のご紹介

西東京市まちづくり部住宅課

住所
〒202-8555
西東京市中町１－6－8

【西東京市リフォームあっせんセンターの紹介】午前８時30分～午後５時（土、日、祝祭日を除く）
【増改築相談】偶数月第１金曜日 午後１時30分～４時（予約不要）

住所
〒205-8601
羽村市緑ヶ丘５－２－１

奇数月の第3水曜日　午後1時30分～4時30分

羽村市商工会建設業部会員によるバリアフリー化、リフォーム、修繕、新築等に関する相談業務を行っていま
す。また、関係機関窓口をご紹介いたします。

あきる野市都市整備部都市計画課

住所
〒197-0814
あきる野市二宮３５０

住宅のリフォームや増改築を行う市内の業者を紹介する西東京市リフォームあっせんセンターをご紹介しま
す。その他、偶数月第1金曜日に西東京市リフォームあっせんセンターによる住宅の増改築相談を市役所（田
無庁舎）にて行っています。

瑞穂町都市整備部産業課商工係

住所
〒190-1221
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎２３３５

平日の午前８時３０分から午後５時まで

瑞穂町商工会を通じて町内の施工業者を紹介します。
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東京都
窓口名

連絡先 042-588-4101

FAX 042-597-4369

URL http://www.town.hinode.tokyo.jp/ E-mail info@town.hinode.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 042-598-1011（内線：１２２・１２８)

FAX 042-598-1009

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0428-83-2367

FAX 0428-83-2344

URL http://www.town.okutama.tokyo.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04992-2-1487

FAX 04992-2-4430

URL E-mail kensetsu@town.oshima.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04992-9-0011

FAX 04992-9-0190

URL E-mail

相談日時

備考

日の出町　産業観光課　商工観光係

住所
〒190-0192
東京都西多摩郡日の出町平井２７８０番地

月曜日～金曜日（年末年始・休日除く）午前８時３０分～１２時、午後１時～５時

檜原村　産業環境課　建設係

月曜日から金曜日
午前８時３０分から午後５時１５分まで

大島町役場　建設課

住所
〒100-0101
東京都大島町元町１－１－１４

平日８時３０分～１７時１５分

住所
〒190-0212
東京都西多摩郡檜原村４６７－１

８時３０分～５時１５分

奥多摩町　環境整備課　管理係

住所
〒198-0212
東京都西多摩郡奥多摩町氷川２１５－６

利島村役場　産業・環境課

住所
〒100-0301
東京都利島村248番地

平日　午前９時から午後４時
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東京都
窓口名

連絡先 04992-5-0212（内線：209)

FAX 04992-5-1304

URL E-mail kensetu@niijima.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04994-5-0989（内線：245)

FAX 04994-5-0932

URL http://www.vill.miyake.tokyo.jp/ E-mail kankyou03@vill.miyake.tokyo.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04994-8-2121

FAX 04994-8-2239

URL http://www.mikurasima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 04996-9-0111

FAX 04996-9-0001

URL E-mail
aogashima@vill.aogashima.tokyo.j
p

相談日時

備考

東京都新島村　建設課建設係

住所
〒100-0402
東京都新島村本村１－１－１

月～金　8:30～17:15

東京都三宅村地域整備課

8：30～17：15（土日祝日を除く）

青ヶ島村総務課

住所
〒100-1701
東京都青ヶ島村無番地

開庁日時に同じ

住所
〒100-1212
三宅村阿古４９７

午前８時３０分から午後５時１５分

産業課　産業建設係

住所
〒100-1301
東京都御蔵島村字入かねが沢
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	13東京都

