
福岡県
窓口名

連絡先 092-725-0876

FAX 092-715-5230

URL http://www.fkjc.or.jp/jigyo/soudan.php E-mail kikaku@fkjc.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 093-533-5443

FAX 093-533-5442

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-711-4808

FAX 092-733-5589

URL
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-
toshi/jigyochosei/life/soudan/top_2.html

E-mail m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0944-41-2797

FAX 0944-41-2795

URL http://www.city.omuta.lg.jp/ E-mail
e-
kenchiku01@city.omuta.fukuoka.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0942-30-9139（内線：9139)

FAX 0942-30-9743

URL http://www.city.kurume.fukuoka.jp/ E-mail housing@city.kurume.fukuoka.jp

相談日時

備考

住所
〒802-0082
福岡県北九州市小倉北区古船場町1番35号　北九州市立商
工貿易会館1階

月～金曜日（祝日及び年末年始は除く）　８：４５～１２：００、１３：００～１７：３０

福岡市住宅相談コーナー

住所
〒810-8620
福岡県福岡市中央区天神1-8-1　福岡市役所３階

一般財団法人　福岡県建築住宅センター　住宅相談コーナー

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-1-1　アクロス福岡東オフィス　3
階

一般相談　毎週月～金曜日　９時～１２時／１３時～１７時
法律相談（要事前予約）　毎週木曜日　１３時～１６時

時間外のご相談は、上記メールアドレス宛てに「氏名・電話番号・相談概要・ご希望の折り返し時間帯（平日
９～１２時、１３～１７時）」をご入力の上、メールを送信ください。相談員から折り返し電話にてご連絡させてい
ただきます。

一般財団法人福岡県建築住宅センター北九州事務所

リフォーム専門の相談窓口ではありませんので、内容を確認し専門窓口を紹介することになります。

久留米市　都市建設部　住宅政策課

住所
〒830-8520
久留米市城南町１５－３

月～金曜日（国民の祝日・休日、年末年始(１２月２９日～１月３日)を除く）　８：３０～１７：１５

月～金曜日（年末年始及び祝日は除く）
１０:００～１２:００、１３:００～１６:００

大牟田市都市整備部建築住宅課

住所
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地

月～金曜日（年末年始及び祝日は除く）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
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福岡県
窓口名

連絡先 0949-25-2262（内線：2262)

FAX 0949-25-2555

URL http://www.city.nogata.fukuoka.jp E-mail n-kanri@city.nogata.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0948-22-5500（内線：1526)

FAX 0948-22-6271

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0947-85-7152

FAX 0947-42-5352

URL http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0032215/index.html E-mail kentiku@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0944-77-8542（内線：8542、
8543)

FAX 0944-74-1374

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0943-23-2577（内線：512)

FAX 0943-22-5131

URL http://www.city.yame.fukuoka.jp/ E-mail jutakukakari@city.yame.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スを行っており、個別の相談がある場合は、専門機関をご紹介いたします。

田川市建築住宅課

住所
〒825-8501
田川市中央町１－１

直方市産業建設部住宅課

住所
〒822-8501
直方市殿町７－１

月～金曜日（祝日を除く）8:30～17:00

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレット配布等のサービス
のみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い合
わせください。

飯塚市都市建設部建設政策課

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレット配布等のサービス
のみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い合
わせください。

八女市都市計画課

住所
〒834-8585
八女市本町６４７番地

平日午前８時３０分から午後５時１５分

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：００

柳川市建設課

住所
〒832-8601
柳川市本町87-1

月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１７：００
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福岡県
窓口名

連絡先 0942-53-4111（内線：233)

FAX 0942-54-0335

URL http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/index.htm E-mail totai@city.chikugo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0944-85-5604

FAX 0944-87-2115

URL http://www.city.okawa.fukuoka.jp/ E-mail okwkentiku_k@city.okawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0930-25-1111（内線：1324)

FAX 0930-25-8201

URL http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/ E-mail
kenchikuseisaku@city.yukuhashi.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0979-82-1111（内線：1274・1275)

FAX 0979-82-3533

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 093-246-6155

FAX 093-244-1342

URL http://www.city.nakama.lg.jp/ E-mail toshikeikakuka@city.nakama.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒831-8601
福岡県大川市大字酒見256-1

月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１７：１５

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スのみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い
合わせください。

行橋市建築政策課

住所
〒824-8601
行橋市中央１－１－１

筑後市建設経済部都市対策課

住所
〒833-8601
筑後市大字山ノ井８９８

月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１７：１５

大川市都市計画課建築係

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スのみを行っており、個別の相談がある場合は、専門機関をご紹介いたします。

中間市建設産業部都市計画課

住所
〒809-8501
中間市中間一丁目１番１号

月～金曜日（祝日は除く）8：30～17：00

「中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業」の受付窓口です。
個別のリフォーム相談がある場合は、専門機関へお問い合わせください。

月～金曜日（祝日を除く）９：００～１７：００

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレット配布等のサービス
のみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い合
わせください。

豊前市 産業建設部　都市住宅課 住宅建築係

住所
〒828-8501
豊前市大字吉木955

平日 8時30分～17時
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福岡県
窓口名

連絡先 0942-72-2111（内線：３５３)

FAX 0942-73-0571

URL E-mail kenchiku@city.ogori.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-923-1111（内線：521)

FAX 092-923-7979

URL http://www.city.chikushino.fukuoka.jp E-mail
kenchiku@city.chikushino.fukuok
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-584-1111（内線：3502)

FAX 092-584-1143

URL E-mail tosi@city.kasuga.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-580-1870（内線：317)

FAX

URL E-mail sangyo@city.onojo.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0940-37-2525

FAX 0940-72-7707

URL http://sumai-munakata.jp/ E-mail info@sumai-munakata.jp

相談日時

備考

住所
〒818-8686
筑紫野市石崎１－１－１

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：００

春日市都市整備部都市計画課

住所
〒816-8501
春日市原町３丁目１番地５

小郡市都市建設部都市計画課建築指導係

住所
〒838-0198
福岡県小郡市小郡２５５－１

月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１２：１５　１３：００～１７：００

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレット配布等のサービス
のみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門窓口をご紹介い
たします。

筑紫野市建設部建築課

関係団体の紹介

住まいと暮らしの情報センター（一般社団法人「住マイむなかた」）

住所
〒811-3437
福岡県宗像市久原180番地（宗像市市民活動交流館　住まい
と暮らしの情報センター）

平日(月～金）（祝日を除く）午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）【電話予約制】平常、窓口相談は受付
けておりません。

住替え、新築、増・改築、リフォーム、修理から不動産、賃貸住宅に関する相談まで専門の相談員が、現地
にお伺いし応じます。（苦情・紛争処理などはお取扱できません）

月～金曜日（祝日を除く）8：30～17：00

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレット配布等のサービス
のみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い合
わせください。

大野城市環境経済部産業振興課

住所
〒816-8510
大野城市曙町２－２－１

月~金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：００
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福岡県
窓口名

連絡先 092-921-2121（内線：426・466)

FAX 092-928-7415

URL http://www.city.dazaifu.lg.jp/ E-mail urban-planning@city.dazaifu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-942-1119

FAX 092-942-3758

URL E-mail kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0940-62-5036

FAX 0940-43-9005

URL http://www.city.fukutsu.lg.jp E-mail toshi@city.fukutsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0943-76-9059

FAX 0943-77-5557

URL E-mail tiiki@city.ukiha.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0949-32-0955（内線：352)

FAX 0949-32-0955

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒811-3192
古賀市駅東１－１－１

月曜～金曜（祝日を除く）　8:30～17:00

福津市都市整備部都市管理課

住所
〒811-3293
福津市中央１丁目1番１号

太宰府市都市整備部都市計画課

住所
〒818-0198
太宰府市観世音寺１－１－１

月～金曜日（祝日を除く） ８：３０～１７：００

リフォーム専門の相談窓口ではないため、内容を確認し専門窓口を紹介することになります。

古賀市建設産業部都市整備課

宮若市建築都市課

住所
〒823-0011
宮若市宮田２９－１

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

月曜日～金曜日（祝日を除く）８：３０～１２：１５／１３：００～１７：００

うきはブランド推進課　地域振興係

住所
〒839-1401
福岡県うきは市浮羽町朝田５８２－１

９：００～１７：００　月～金曜日
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福岡県
窓口名

連絡先 0946-22-1115

FAX 0946-22-1850

URL http://www.city.asakura.lg.jp E-mail toshi@city.asakura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0944-63-6111（内線：387～388)

FAX 0944-64-1507

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先
092-323-1111（内線：1724～
1725)

FAX 092-329-1311

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-408-7996

FAX 092-953-4563

URL https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/16/ E-mail tosi@city-nakagawa.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-932-1111

FAX 092-933-7512

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒835-8601
みやま市瀬高町小川５番地

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

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スのみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。

糸島市建設都市部都市計画課

住所
〒819-1192
糸島市前原西１－１－１

朝倉市都市建設部都市計画課

住所
〒838-8601
朝倉市菩提寺４１２番地２

月曜日～金曜日（祝日を除く）　８：３０～１７：１５

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スのみを行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い
合わせください。

みやま市都市計画課

宇美町都市整備課・健康福祉課

住所
〒811-2192
糟屋郡宇美町宇美５－１－１

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

平日　8:30～17:15

那珂川市都市整備部都市計画課

住所
〒811-1224
那珂川市大字安徳702番地1

月曜日～金曜日（祝日、12月29日から翌年の1月3日を除く）の8:30～17:00
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福岡県
窓口名

連絡先 092-947-1111

FAX 092-947-7977

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-935-1099

FAX 092-935-2698

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-932-1151（内線：226・227)

FAX 092-931-1827

URL http://www.town.sue.fukuoka.jp/ E-mail info@town.sue.fukuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
092-962-0238（内線：１２４～１２
５)

FAX 092-962-0725

URL E-mail
www.sangyo@town.shingu.fukuok
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 092-976-1111（内線：546)

FAX 092-976-2463

URL http://www.town.hisayama.fukuoka.jp E-mail
kensetu@town.hisayama.fukuoka.
jp

相談日時

備考

住所
〒811-2292
糟屋郡志免町志免中央１－１－１

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１２：１５　１３：００～１７：００

リフォーム専門の相談窓口ではありませんので、内容を確認し相談窓口を紹介する事になります。

須恵町地域振興課・都市整備課

住所
〒811-2193
糟屋郡須恵町大字須恵７７１番地

篠栗町都市整備課・福祉課

住所
〒811-2492
糟屋郡篠栗町中央一丁目１番１号

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：００

リフォーム専門の相談窓口ではないため、
内容により、専門窓口を紹介することになります。

志免町都市整備課

リフォーム専門の相談窓口ではありませんので、内容を確認し専門窓口を紹介する事になります。

久山町田園都市課

住所
〒811-2592
福岡県糟屋郡久山町大字久原3632

月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１７：００

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１２：００，１３：００～１７：１５

リフォーム専門の相談窓口ではありませんので、内容を確認し専門窓口を紹介することになります。

福岡県糟屋郡新宮町生活振興課　消費者相談窓口

住所
〒811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号

月～金９：００～１６：００（土、日、休祭日は休みです）
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http://www.town.shime.lg.jp/
http://www.town.sue.fukuoka.jp/
http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/


福岡県
窓口名

連絡先 092-938-2311（内線：467)

FAX 092-938-3150

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 093-223-3540（内線：175)

FAX 093-223-3927

URL E-mail cho-jutaku@town.ashiya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 093-201-4321

FAX 093-201-4423

URL http://www.town.mizumaki.lg.jp/ E-mail info@town.mizumaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 093-282-1211（内線：137)

FAX 093-282-3218

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 093-293-1317（内線：284)

FAX 093-293-0806

URL https://www.town.onga.lg.jp/ E-mail toshikeikaku@town.onga.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒807-0198
福岡県遠賀郡芦屋町幸町２－２０

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

令和4年度現在、芦屋町には住宅のリフォームに関する補助制度はございません。

水巻町住宅政策課

住所
〒807-8501
遠賀郡水巻町頃末北１－１－１

粕屋町都市計画課

住所
〒811-2392
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：００

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スのみ行っており、個別の相談は受け付けておりません。個別の相談がある場合は、専門機関へお問い合
わせください。

芦屋町　環境住宅課　住宅係

遠賀町都市計画課

住所
〒811-4392
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで
※土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。

「遠賀町木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金」の受付窓口です。
個別のリフォーム相談に関しましては、専門機関にお問い合わせください。

祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前９時から午後５時

担当者が不在の場合もありますので、電話で確認後
来庁して下さい。

岡垣町都市建設課建築住宅係

住所
〒811-4233
福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午前１２時／午後１時～午後５時１５分
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http://www.town.mizumaki.lg.jp/
http://www.town.okagaki.lg.jp/
https://www.town.onga.lg.jp/


福岡県
窓口名

連絡先 093-293-1294

FAX 093-293-0806

URL https://www.town.onga.lg.jp E-mail fukushi@town.onga.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0949-62-1215

FAX 0949-62-1140

URL E-mail jyuutaku@town.kotake.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0949-42-2111（内線：375)

FAX 0949-42-5693

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0946-42-6642（内線：154)

FAX 0946-42-2011

URL http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/ E-mail
toshikei@town.chikuzen.fukuoka.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0942-77-6201（内線：182)

FAX 0942-77-3063

URL http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/ E-mail

相談日時

備考

住所
〒820-1192
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野３１６７番地１

平日の８時３０分から１７時１５分まで（毎週木曜日は１９時まで）ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。

鞍手町建設課建築係

住所
〒807-1392
鞍手郡鞍手町大字中山３７０５番地

遠賀町福祉課

住所
〒811-4392
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀５１３番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで
※土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。

「遠賀町高齢者等住宅改造助成事業」の受付窓口です。
個別のリフォーム相談に関しましては、専門機関にお問い合わせください。

小竹町役場管財課住宅管理係

大刀洗町産業課

住所
〒830-1298
三井郡大刀洗町大字冨多８１９

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

月～金曜日（祝日を除く）９時～１７時

筑前町役場都市計画課

住所
〒838-0298
朝倉郡筑前町篠隈３７３

平日　８時３０分～１７時１５分
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https://www.town.onga.lg.jp/
http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/
http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/


福岡県
窓口名

連絡先 0947-32-8403

FAX 0947-32-4815

URL https://www.town.kawara.fukuoka.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0947-26-4020

FAX 0947-26-1651

URL http://www.town.itoda.lg.jp/cases/house E-mail kenchiku@town.itoda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0947-72-3000（内線：213)

FAX 0947-72-6453

URL http://www.town-kawasaki.com/ E-mail
kentiku@town.fukuoka-
kawasaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0947-63-3001（内線：244)

FAX 0947-63-3813

URL http://www.town.oto.fukuoka.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0947-22-7768（内線：240～244)

FAX 0947-22-9091

URL http://www.town.fukuchi.lg.jp/ E-mail fg1300@town.fukuchi.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒822-1392
福岡県田川郡糸田町１９７５番地１

月～金曜日（年末年始及び祝日等は除く）８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

「糸田町木造戸建て住宅耐震改修補助金制度」、「糸田町住宅用太陽光発電システム設置補助金」、「糸田
町三世代同居住宅支援補助金」の受付窓口です。
個別のリフォーム相談がある場合は、専門機関へご相談ください。

川崎町事業課

住所
〒827-8501
川崎町大字田原７８９－２

香春町住宅水道課

住所
〒822-1492
福岡県田川郡香春町大字高野９９４

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スのみを行っており、個別の相談がある場合は、専門機関へお問い合わせください。

糸田町建築課

福智町住宅課

住所
〒822-1292
田川郡福智町金田937番地2

月～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15

「福智町住宅改修工事補助金交付」受付窓口です。
個別のリフォーム相談がある場合は、専門機関へお問い合わせください。

月～金曜日（祝日を除く）、８：３０～１７：００

当窓口では、国や県、住宅リフォーム推進協議会等の専門機関が発行するパンフレットの配布等のサービ
スを行っており、個別の相談がある場合は、専門機関をご紹介いたします。

大任町事業課住宅係

住所
〒824-0512
福岡県田川郡大任町大字大行事3067番地

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５
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https://www.town.kawara.fukuoka.jp/
http://www.town.itoda.lg.jp/cases/house
http://www.town-kawasaki.com/
http://www.town.oto.fukuoka.jp/
http://www.town.fukuchi.lg.jp/


福岡県
窓口名

連絡先 093-434-3352

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0930-32-2512（内線：241・242)

FAX 0930-32-4563

URL http://www.town.miyako.lg.jp/ E-mail kankou@town.miyako.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0979-24-4073

FAX 0979-24-3219

URL http://www.town.yoshitomi.lg.jp E-mail info@town.yoshitomi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0979-72-3116（内線：142)

FAX 0979-72-2949

URL http://www.town.koge.lg.jp/site/userguide/618.html E-mail jumin@town.koge.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0930-56-0300（内線：392)

FAX 0930-56-1510

URL E-mail toshiseisaku@town.chikujo.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒824-0892
福岡県京都郡みやこ町勝山上田９６０番地

月～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：００

リフォーム専門の相談窓口ではありませんので、内容を確認し専門窓口を紹介することになります。

吉富町産業建設課

住所
〒871-8585
福岡県築上郡吉富町大字広津226-1

苅田町防災・地域振興課　消費生活相談窓口

住所
〒800-0392
京都郡苅田町富久町１丁目１９番地１

月・水・金　９時～１７時

みやこ町観光まちづくり課

築上町都市政策課

住所
〒829-0392
福岡県築上郡築上町大字椎田891-2

平日8：30～17：00

月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１７：１５

上毛町役場　住民課

住所
〒871-0992
福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1

随時
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