
福井県
窓口名

連絡先 0776-20-0506

FAX 0776-20-0693

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail kenjyu@pref.fukui.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-23-0457

FAX 0776-23-0665

URL http://www.fkjc.jp/ E-mail info@fkjc.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-24-5179

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-82-1110

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0779-66-8138

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

福井県土木部建築住宅課

住所
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

一般財団法人　福井県建築住宅センター

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

三国土木事務所建築課

住所
〒913-8511
坂井市三国町水居17-45

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住所
〒910-0854
福井市御幸3丁目10-15　建設会館3階

平日午前９時から正午まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

１．住まいに関する相談　２．リフォネットホームページの紹介

福井土木事務所建築営繕課

住所
〒910-0853
福井市城東4丁目28-1

奥越土木事務所建築課

住所
〒912-0016
大野市友江11-14

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。
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福井県
窓口名

連絡先 0778-23-4538

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0778-34-0464

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0770-22-5486

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0770-56-5914

FAX

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-20-5574

FAX 0776-20-5751

URL http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d380/sidou/index.html E-mail

相談日時

備考

丹南土木事務所建築課

住所
〒915-0882
越前市上太田町42-1-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

丹南土木事務所鯖江丹生土木部建築課

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

小浜土木事務所建築課

住所
〒917-0241
小浜市遠敷1丁目101

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住所
〒916-0133
丹生郡越前町気比庄3-17

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

敦賀土木事務所建築課

住所
〒914-0811
敦賀市中央町1丁目7-36

福井市建設部建築事務所建築指導課

住所
〒910-8511
福井市大手3丁目10-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

木造住宅の耐震診断・改修に関するご相談。
メールでのお問い合わせは、ホームページ内にあるお問い合わせフォームからお送りください。

2

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index.html
http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d380/sidou/index.html


福井県
窓口名

連絡先 0776-20-5571

FAX

URL https://www.city.fukui.lg.jp/dept/d380/jutaku/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0770-22-8141

FAX 0770-22-8164

URL
https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/about_city/cityhall-
facility/shiyakusho_shisetsu/kensetsu/jyuutakuseisakuka.html

E-mail jyuutaku@ton21.ne.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0770-53-1111（内線：249)

FAX 0770-52-1401

URL http://www1.city.obama.fukui.jp/ E-mail eizen@city.obama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0779-64-4815（内線：１７０5～１
７０7)

FAX 0779-66-1118

URL http://www.city.ono.fukui.jp/ E-mail koutu@city.fukui-ono.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0779-88-8128

FAX 0779-88-8119

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

相談日時

備考

福井市建設部建築事務所住宅政策課

住所
〒910-8511
福井市大手3丁目10-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅の建設・リフォームに関する補助金のご相談。
メールでのお問い合わせは、ホームページ内にあるお問合せフォームからお送りください。

敦賀市建設部住宅政策課

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅に関する市補助金についてのご相談

大野市　くらし環境部　交通住宅まちづくり課

住所
〒912-8666
福井県大野市天神町１−１

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住所
〒914-8501
敦賀市中央町2丁目1-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅に関する市補助金についてのご相談

小浜市企画部営繕管財課

住所
〒917-8585
小浜市大手町6-3

１．住宅に関する市補助金についてのご相談
２．その他、住宅全般に関するご相談

勝山市営繕課

住所
〒911-8501
勝山市元町1丁目1-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅に関する市補助金についてのご相談
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福井県
窓口名

連絡先
0778-42-5101（内線：393・394・
399)

FAX 0778-51-8164

URL http://www.city.sabae.fukui.jp/ E-mail SC-Shisetsu@city.sabae.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-73-8031

FAX 0776-73-5688

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0778-22-3074

FAX 0778-22-3067

URL https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/index.html E-mail kenchiku@city.echizen.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-50-3052

FAX 0776-67-7522

URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/ E-mail keikaku@city.fukui-sakai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0776-61-3948

FAX 0776-61-2474

URL http://www.town.eiheiji.lg.jp E-mail kensetsu@town.eiheiji.fukui.jp

相談日時

備考

鯖江市政策経営部施設管理課

住所
〒916-8666
鯖江市西山町13-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始を除く。

あわら市土木部建設課　管理グループ

午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

木造住宅の耐震診断・改修、多世帯同居及び空き家等のリフォームに関する補助金のご相談

坂井市建設部都市計画課

住所
〒919-0592
坂井市坂井町下新庄１－１

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住所
〒919-0692
あわら市市姫三丁目１－１

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅の耐震診断・改修及び多世帯同居のリフォームに関するご相談に応じます。

越前市建設部建築住宅課

住所
〒915-8530
越前市府中一丁目１３－７

・住宅の耐震診断・改修及び多世帯同居型のリフォームに関するご相談

永平寺町建設課

住所
〒910-1192
吉田郡永平寺町松岡春日1-4

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。
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福井県
窓口名

連絡先 0778-44-8005

FAX 0778-44-8080

URL https://www.town.ikeda.fukui.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0778-47-8003

FAX 0778-47-3166

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0778-34-8727

FAX 0778-34-1236

URL https://www.town.echizen.fukui.jp/ E-mail teijuu@town.echizen.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0770-72-7702

FAX 0770-72-4000

URL http://www.town.takahama.fukui.jp/ E-mail kensetu@town.takahama.fukui.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0770-77-4057

FAX 0770-77-1289

URL http://www.town.ohi.fukui.jp/ E-mail kensetsu@town.ohi.lg.jp

相談日時

備考

池田町町土整備課

住所
〒910-2512
今立郡池田町稲荷35-4

平日午前８時３０分から午後５時３０分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅に関する町補助金についてのご相談。

南越前町建設整備課

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

１．住宅の耐震診断・改修や多世帯同居型リフォーム等に関するご相談
２．住宅改修に関する町補助金についてのご相談
３．リフォネットホームページの情報の紹介

高浜町　建設整備課

住所
〒919-2292
大飯郡高浜町宮崎86-23-2

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住所
〒919-0292
南条郡南越前町東大道29-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

１．パンフレットの配布２．リフォネットホームページの情報の紹介

越前町定住促進課

住所
〒916-0192
丹生郡越前町西田中13-5-1

１．パンフレットの配布２．リフォネットホームページの情報の紹介

おおい町建設課

住所
〒919-2111
大飯郡おおい町本郷136-1-1

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

住宅リフォーム支援制度・木造住宅耐震診断のご案内
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福井県
窓口名

連絡先 0770-45-9104

FAX 0770-45-9119

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

相談日時

備考

若狭町建設課

住所
〒919-1393
三方上中郡若狭町中央１ー１

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで。但し、土日、祝日および年末年始の６日間を除く。

１．パンフレットの配布
２．リフォネットホームページの情報の紹介
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