
沖縄県
窓口名

連絡先 098-917-2433

FAX 098-917-2439

URL https://www.ojkk.or.jp/ E-mail sumaino@ojkk.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-866-2418

FAX 098-866-2800

URL
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/jutaku/kikaku/rifo-
mu.html

E-mail aa067008@pref.okinawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-882-1484

FAX 098-882-1486

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-951-3235

FAX 098-862-8874

URL
https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/cityhall/sosiki/sosiki
/bukyoku/matinamikyousoubu/matinami.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-893-4123（内線：4472・4462)

FAX 098-892-4449

URL http://www.city.ginowan.okinawa.jp/ E-mail
Doboku04@city.ginowan.okinawa.j
p

相談日時

備考

沖縄県土木建築部住宅課

住まいの総合相談窓口

住所
〒900-0029
沖縄県那覇市旭町114番7 土地開発公社ビル2階　（沖縄県住
宅供給公社内）

毎週 月～金曜日（９：００～１７：００）
定休日：土・日曜日(第３を除く)、祝日、振替休日、年末年始
電話・面談・メールでのご相談お待ちしております。

弁護士による「住まいの無料法律相談会」やマンション管理士による「マンション管理士無料相談会」も開催
しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。（予約制となります。）

平日８時半～１７時１５分まで（土日・祝祭日は除く）

住所
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

毎週月～金曜日（午前8:30～午後5時）（※土・日曜日、祝日、振替休日、お盆、年末年始は休み）

沖縄県介護実習・普及センター　沖縄県社会福祉協議会

住所
〒903-0804
沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1　沖縄県総合福祉センター
1階

センター開館時間内であれば、随時　開館時間：月～金曜日　9:00～17:00（土・日・祝祭日は休み）センター
職員が講座に出ているときは対応できません。

　手すりの取り付けや段差の解消など、高齢者が在宅生活をおくるために必要な住宅改修の相談が対象。
ニュース等で取り上げられた家の基礎のひびわれ、補修、耐震工事、シロアリ駆除等は対象ではない。

那覇市まちなみ共創部まちなみ整備課

住所
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号

宜野湾市　建設部　建築指導課

住所
〒901-2710
宜野湾市野嵩１丁目１番１号

平日　８：３０～１７：１５まで（土日・祝祭日除く）
＊但し、１２：００～１３：００はお昼時間のため、ご遠慮ください。
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沖縄県
窓口名

連絡先 098-840-8138

FAX 098-992-5408

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-894-6139（内線：2645・2686)

FAX 098-934-3854

URL
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/sumai/reform/in
dex.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先
098-850-5332（内線：３６０４〜３
６０６)

FAX 098-850-6323

URL
https://www.city.tomigusuku.lg.jp/municipal_government/46/1
667/12684

E-mail
toshikeikaku@city.tomigusuku.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0980-49-3162（内線：328)

FAX 0980-49-3163

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-982-9200（内線：205)

FAX 098-982-9219

URL E-mail

相談日時

備考

沖縄市　建設部　住まい建築課

糸満市　建設部　建設課　市営住宅係

住所
〒901-0392
糸満市潮崎町１丁目１番地

平日8時半～17時15分まで
（但し、12時～13時はお昼時間のため、ご遠慮下さい。）

平日：８時３０分～１７時００分まで

住所
〒904-8501
沖縄市仲宗根町２６－１

平日８：３０～１７：１５まで　（土日・祝祭日は除く）

豊見城市都市計画部都市計画課

住所
〒901-0292
豊見城市宜保１−１−１

平日（土日祝日を除く）８：３０〜１７：１５

伊江村役場　建設課

住所
〒905-0592
伊江村字東江前３８番地

読谷村役場　建設整備部　土木建築課

住所
〒904-0392
中頭郡読谷村字座喜味２９０１

祝祭日を除く、８：３０～１７：１５
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沖縄県
窓口名

連絡先 098-956-1111（内線：339)

FAX 098-956-9508

URL http://www.town.kadena.okinawa.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-936-1234（内線：274・277)

FAX 098-926-2174

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-945-7244

FAX 098-944-3365

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-889-4412（内線：1442)

FAX 098-889-7657

URL http://www.town.haebaru.lg.jp E-mail H8894412@town.haebaeru.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 098-022-2038

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

北谷町　建設経済部　商工観光課

嘉手納町役場　都市建設課

住所
〒904-0293
嘉手納町字嘉手納５８８番地

午前８時３０分～午後５時
（正午～午後１時、土日祝日を除く）

平成２９年度嘉手納町住宅リフォーム支援事業の受付は終了いたしました。
平成３０年度につきましては、事業予定はありますがまだ確定はしておりません。
確定いたしましたら、嘉手納町公式ホームページや広報かでな等にてお知らせいたします。

月曜日から金曜日まで。午前8時30分から午後5時15分まで

住所
〒904-0192
中頭郡北谷町字桑江226

平日 08：30～17：15
（12：00～13：00、土日祝祭日は除きます）

・北谷町住宅リフォーム助成金事業に関することのみで、その他リフォームに関する苦情や施工内容の相
談、事業者紹介等については対象外となります。
・助成金事業の実施時期や詳細等は北谷町公式ホームページや広報紙等によりお知らせいたします。

与那原町役場　まちづくり課

住所
〒901-1392
沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地

平日８：３０～１７：１５ まで
（１２：００～１３：００、土日祝日を除く）

　

南風原町役場

住所
〒901-1195
沖縄県島尻郡南風原町字兼城６８６番地

南大東村役場　土木課

住所
〒901-3895
南大東村字南１４４番地１

午前８時１５分から午後５時まで
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沖縄県
窓口名

連絡先 098-998-6989

FAX 098-998-6981

URL http://www.town.yaese.lg.jp/soshiki/toshiseibi/ E-mail toshiseibi@town.yaese.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0980-79-2127

FAX 0980-79-2664

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0980-82-6191（内線：195)

FAX 0980-82-9901

URL http://www.town.taketomi.lg.jp/ E-mail machi@town.taketomi.okinawa.jp

相談日時

備考

多良間村役場土木建設課

八重瀬町　都市整備課

住所
〒901-0492
八重瀬町字東風平１１８８番地

平日　８：３０　～　１７：１５　※１２：００～１３：００は昼休み

（平日）08:30～17:15
（土日祝祭日）休日

住所
〒906-0602
沖縄県宮古郡多良間村字仲筋９９－２

令和２年４月～令和２年６月

竹富町まちづくり課

住所
〒907-8503
沖縄県石垣市美崎町11番地1
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	47沖縄県

