
※平成28年4月28日(木)までに報告があったもの

【九州・沖縄地方】
担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　福岡県

県営住宅
国家公務員宿舎

県営住宅課 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jutakushien.html
092-643-3870

（被災者住宅支援窓口）

北九州市営住宅 住宅管理課 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07300030.html 093-582-2556

福岡市営住宅
国家公務員宿舎

住宅管理課 http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/kumamotozisin.html#01 092-271-2553

大牟田市営住宅等 市営住宅管理センター http://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=7788 0944-41-0123

久留米市営住宅 住宅政策課 http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9103housing/3010oshirase/2016-0419-1504-96.html 0942-30-9086

飯塚市営住宅 住宅政策課 https://www.city.iizuka.lg.jp/jyutakukanri/machi/sumai/koe/hisaisha.html
0948-22-5500

(内線1291・1292)

八女市営住宅 都市計画課 http://www.city.yame.fukuoka.jp/kinkyu/1461140939529.html 0943-23-2577

行橋市営住宅 都市政策課 http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2016042000050/
0930-25-1111

(内線1321)

豊前市営住宅 都市住宅課 http://www.city.buzen.lg.jp/jutaku/kouei/hisaisyaheteikyou.html
0979－82－1111
(内線1276・1277)

嘉麻市営住宅 住宅課 http://www.city.kama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=9778#a3 0948-42-7062

春日市営住宅 管財課 http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/contents/news_13964.html 092-584-1119

うきは市営住宅 住環境建設課 http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/ 0943-75-4983

朝倉市営住宅 都市計画課 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1461113779170/index.html
0946-22-1111

（代表）

　佐賀県

県営住宅 建築住宅課 0952-25-7368

市町営住宅 各市町村　担当部署 左記ＨＰ参照

　長崎県

県営住宅
市町営住宅

平成28年熊本地震長崎県
緊急支援室

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-kokuminhogo/kumamotosien/itijihinan/index.html 095-895-2046

　熊本県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15475.html?type=top 096-333-2550

・中央区、北区、西区に応
募される方
→熊本市（中央・北・西区）
市営住宅管理センター

096-327-5101

・東区、南区に応募される
方
→熊本市（東・南区）市営
住宅管理センター

096-311-7833

八代市営住宅 建築住宅課 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0035432/index.html 0965-33-4122

人吉市営住宅 管理課 http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/173/7680.html
0966-22-2111(代表)

（内線2431,2432）

～被災された方の申込みを受け付けている公営住宅等の問合せ先一覧～

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12535&class_set_id=2&class_id=61熊本市営住宅

県　　名　　等

https://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1265/_82720/_28543/_96619.html



荒尾市営住宅  建築住宅課 http://www.city.arao.lg.jp/q/aview/55/3171.html 0968-63-1491

水俣市有施設 政策推進課 http://www.city.minamata.lg.jp/2762.html 0966-61-1606

天草市営住宅
　　　教職員住宅

熊本地震被災者相談窓口 http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/info/pub/detail.asp?c_id=121&id=6074&type=top&mst=1100
0969-23-1111
（内線1325）

山鹿市営住宅 都市計画課 http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1461561537831/index.html 0968-43-1591

上天草市営住宅
　　　　 教員住宅

企画政策課 http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/995/6865.html
0964-26-5511
0964-26-5539

合志市営住宅 都市計画課 http://www.city.koshi.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=26&type=top&id=649 096-242-1104

錦町営住宅 地域整備課 http://www.nishiki-machi.com/docs/2016042000029/ 0966-38-4418

多良木町営住宅 環境整備課 http://www.town.taragi.lg.jp/q/aview/58/5487.html 0966-42-1259

水上村営住宅 建設課 http://www.vill.mizukami.lg.jp/userimage/hisaiukeire.pdf 0966-44-0315

球磨村営住宅 総務課 http://www.kumamura.com/gyousei/2016/04/2301/ 0966-32-1111

　大分県

県営住宅 公営住宅室 097-506-4684

市町営住宅 各市町村　担当部署 左記ＨＰ参照

　宮崎県

県営住宅 建築住宅課 0985-26-7196

市町村営住宅 各市町村　担当部署 左記ＨＰ参照

  鹿児島県

県営住宅 建築課住宅政策室 https://www.pref.kagoshima.jp/ah14/kurashi-kankyo/sumai/kariru/kenei/28kumamoto.html 099-286-3735

鹿児島市営住宅 住宅課 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kumamotojishin/shieijutaku.html 099-216-1362

鹿屋市営住宅 建築住宅課 http://www.e-kanoya.net/htmbox/kenchiku_juutaku/ukeire.html 0994-31-1129

枕崎市営住宅 建設課 http://www.city.makurazaki.kagoshima.jp/service/se_other_kumamotosien_home.html
0993-72-1111
(内線326・336)

阿久根市営住宅 都市建設課 http://www.city.akune.kagoshima.jp/01_kurashi/sumai/shiei_juutaku/kumamotojishinjuutakuteikyou.html 0996-73-1189

指宿市営住宅 建築課 https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/emergency/page004621.html
TEL0993-22-2111

(内線373)

垂水市営住宅 土木課 http://www.city.tarumizu.lg.jp/kanriyochi/kurashi/machi/sumai/koe/hisaisya.html
0994-32-1111

（代表）

薩摩川内市営
住宅

建築住宅課 http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1461212378237/index.html
0996-23-5111
（内線3613）

曽於市営住宅
曽於市役所建設課
大隅支所建設水道課
財部支所建設水道課

http://www.city.soo.kagoshima.jp/kurashi/kurashisumai/koueizyuutaku/kumamotoshinnsaibosyuu.html 左記ＨＰ参照

霧島市営住宅 建築住宅課 http://www.city-kirishima.jp/soumu/2016kumamoto/saigaisien1.html#H28jishin-jyuutaku
0995-45-5111
（内線2811）

いちき串木野市
営住宅

都市計画課 http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/jukan/kurashi/machizukuri/koe/sieizyuutaku/4280425.html 0996-21-5154

http://www.pref.oita.jp/soshiki/18510/keneijyutaku-kumamotojisin.html

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/shakaikiban/sumai/20160418151059.html



南さつま市営住
宅

建築住宅課 http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/oshirase/e019239.html
0993-53-2111

（内線2272・2273）

志布志市営住宅 建設課 http://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2016042000043/
099-474-1111

（代表）

伊佐市営住宅等 建設課 http://www.city.isa.kagoshima.jp/emergency/2016/28_6.html
0995-23-1311

(内線2229・2230）

姶良市営住宅 建築住宅課 http://www.city.aira.lg.jp/bosai/kinkyujoho/20160420jutakushien.html 0995-66-3409

さつま町営住宅
教職員住宅

建設課 https://www.satsuma-net.jp/kikikanri/kurashi/bosai/jisin.html
0996-53-1111

(代表)

　沖縄県

県営住宅 住宅課 098-866-2418

市町村営住宅 各市町村　担当部署 左記ＨＰ参照

　ＵＲ賃貸住宅

福岡県内
鹿児島県内

ＵＲ福岡営業センター http://www.ur-net.go.jp/saigai/kumamoto/
0120-555-795
092-722-1101

【中国地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　鳥取県

県営住宅
県職員住宅

住まいまちづくり課 http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/9CFA04ECEE4A5EF149257F9B0029888F?OpenDocument 0857－26－7411

　島根県

県営住宅 建築住宅課 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/build/jutaku/kenei_jutaku/index.html
0852-22-5569
0852-22-6588

松江市営住宅 建築指導課 http://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/sumai/shieijutaku/ 0852-55-5344

浜田市営住宅 建築住宅課 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1461736490328/index.html 0855-25-9630

出雲市営住宅 建築住宅課 http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1461295789786/index.html 0853-21-6150

益田市営住宅 建築課 http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/39/detail-33528.html 0856-31-0382

大田市営住宅 都市計画課 http://www.city.ohda.lg.jp/tag/415/18861 0854-83-8110

江津市営住宅 都市計画課 http://www.city.gotsu.lg.jp/11636.html
0855-52-2501
（内線1411）

県　　名　　等

http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/jutaku/kanri/hisaisya.html



　岡山県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.okayama.jp/page/469865.html 086-226-7867

岡山市営住宅 住宅課 http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_t00031.html 086-803-1471

倉敷市営住宅 住宅課 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/98868.htm#itemid98868 086-426-3531

美咲町営住宅 住民課 http://www.town.misaki.okayama.jp/offtalk/18241.html 0868-66-1114

　広島県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/h28kumamoto.html 082-513-4171

広島市営住宅 住宅政策課 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1460955580115/index.html 082-504-2293

呉市営住宅 住宅政策課 https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/kumamotojishin-hisaisha-jyutakusien.html 0823-25-3393

竹原市営住宅 都市整備課 http://www.city.takehara.lg.jp/tosi/jyutaku/kumamoto-shien.html 0846-22-7749

三原市営住宅 建築課 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/33/kumakotojishinn.html 0848-67-6120

尾道市営住宅 建築課 http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/info/detail.jsp?id=8144&pan_super_genre=1&pan_genre_top=&pan_genre=083 0848-38-9247

福山市営住宅 住宅課 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/66979.html 084-928-1101

府中市営住宅 整備保全課 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kurashi/seikatsu/shieijutaku/kumamotojishin_shieijyutaku/index.html 0847-43-7236

三次市営住宅 財産管理課 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/zaisan_m/zyuutaku_kannzaigakari/kumamotojishin.html 0824-62-6161

庄原市営住宅 都市整備課 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/life/residence/28-1.html 0824-73-1172

東広島市営住宅 住宅課 http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/soshiki/34/jishinhinan.html 082-420-0946

廿日市市営住宅
消防職員住宅

住宅政策課
消防本部総務課

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/3/19443.html
0829-30-9177
0829-30-9231

安芸太田町営住
宅

建設課 http://www.akiota.jp/kensetsu/page_000007.html 0826-28-1962

北広島町営住宅 建設課 http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/somuka/sien-jutaku_3.html 050-5812-1860

　山口県

県営住宅 住宅課 083-933-3880

市町営住宅 各市町担当部署 左記ＨＰ参照

【四国地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　徳島県

県営住宅
県職員住宅
県教職員住宅

住宅課 088-621-2590

市町村営住宅 各市町担当部署 左記ＨＰ参照

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2016042000128/

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201604/033925.html

県　　名　　等



　香川県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.kagawa.lg.jp/jutaku/keneijutaku/shien.htm 087-832-3581

高松市営住宅 住宅課 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/26438.html 087-839-2541

丸亀市営住宅 公共施設管理課 http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i28790/ 0877-24-8814

善通寺市営住宅 建築住宅課 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/uploaded/attachment/5863.pdf 0877-63-6313

　愛媛県

県営住宅
職員住宅
教職員住宅

熊本大分地震避難者総合
相談窓口

http://www.pref.ehime.jp/h15350/kumamotoshien5.html 089-912-2386

　高知県

県営住宅
職員住宅
教職員住宅

住宅課 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/2016042100101.html 088-823-9855

高知市営住宅 住宅政策課 http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/60/kumamoto.html 088-823-9463

【近畿地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　福井県

県営住宅 建築住宅課 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/koueijyuutakuteikyou.html 0776－20－0507

福井市営住宅 市営住宅課 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/sieijjutaku/28kumamoto.html 0776-20-5570

敦賀市営住宅 住宅政策課 http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/shiminseikatsu_bu/kikikanritaisaku_ka/kumamoto-sien.html
0770-21-1111

（代表）

勝山市営住宅 未来創造課 http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=4212 0779-88-1115

　滋賀県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.shiga.lg.jp/h/jutaku/e-shinbun/hb00-20160420.html 077-528-4234

大津市営住宅 住宅課 http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/bosai/h28kumamoto/1461204729569.html 077-528-2786

彦根市営住宅 建築住宅課 http://www.city.hikone.shiga.jp/0000008260.html 0749-30-6123

高島市営住宅 都市計画課 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1461639477276/ 0740-22-0904

東近江市営住宅 住宅課 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000006644.html 0748-24-5652

　京都府

府営住宅 住宅課 http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/28kumamotoshien.html 075-414-5366

被災者向け住宅情報ｾﾝ
ﾀｰ

075-223-0750

住宅管理課 075-222-3631

八幡市営住宅 住宅管理課 http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000003309.html
075-983-1111
（内線358,471）

京都市営住宅 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000197153.html

県　　名　　等



　大阪府

府営住宅 住宅経営室 http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=23818
06-6941-0351
（内線3093）

大阪市営住宅 住宅部管理課 http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000352430.html
06－6208－9264
　　　　　　～9266

堺市営住宅 危機管理課 http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/oshirase/df_filename_kumamotojishin.html 072-228-7834

寝屋川市営住宅 まちづくり事業推進室 http://www.city.neyagawa.osaka.jp/topics/1461226096510.html
072-824-1181
（内線2766）

泉大津市営住宅 市立病院事務局医事課 http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/hishokoho/tantougyoumu/houdou/H28/1461134940831.html
0725-32-5622

（代表）

八尾市営住宅 住宅管理課 http://www.city.yao.osaka.jp/0000033807.html 072-924-8542

泉佐野市営住宅 建築住宅課 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/toshi/kenchiku/menu/1461638857622.html
072-463-1212
（内線2361）

熊取町営住宅 まちづくり計画課 http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/jigyou/machizukurikeikaku/oshirase/1461203762969.html 072-452-6401

　兵庫県

県営住宅 住宅管理課 http://web.pref.hyogo.jp/kk37/saigaijouhou0414.html 078-230-8470

神戸市営住宅 住宅管理課 http://www.city.kobe.lg.jp/safety/20160419.pdf 078-322-5585

西宮市営住宅 住宅管理課 http://www.nishi.or.jp/contents/0003796000030002000867.html 0798-35-3029

伊丹市営住宅 住宅政策課 http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/kumamotojisin/1461292038010.html 072-784-8069

豊岡市営住宅 建築住宅課 http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1461638834347/index.html
0796－21－9018
（内線2464・2463）

淡路市営住宅 危機管理課 http://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/kikikanri/kumamoto.html 0799-64-2555

　奈良県

県営住宅
市町村営住宅

住まいまちづくり課 http://www.pref.nara.jp/item/158958.htm#itemid158958 0742-27-7539

　和歌山県

県営住宅
市町村営住宅

建築住宅課 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=23049
073-441-3212（県営住宅）
073-441-3214（市町村営住宅）

【中部地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　岐阜県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/jutaku/keneijutaku/11659/muryou.html 058-272-8692

県住宅公社住宅
岐阜県住宅供給公社
管理部

http://juko.gifu-djr.or.jp/images/kumamotojisin 0584-81-8501

岐阜市営住宅
岐阜県住宅供給公社岐阜
事務所

http://www.city.gifu.lg.jp/item/30624.htm#ContentPane
058-265－4141

(内線2850～2855)

大垣市営住宅 住宅課 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000030790.html 0584-47-8184

多治見市営住宅 建築住宅課 http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/jutaku/hisaisha.html 0572-22-1312

県　　名　　等



中津川市営住宅 建築住宅課 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/press/044494.html
0573-66-1111

（内線236）

恵那市営住宅 都市住宅課 http://www.city.ena.lg.jp/annai/kumamotojishinshieijutaku/
0573-26-2111

（内線233、232、231）

可児市営住宅 施設住宅課 http://www.city.kani.lg.jp/item/11695.htm
0574-62-1111

（代表）

飛騨市営住宅 都市整備課 http://www.city.hida.gifu.jp/b_osirase/2016/04/post_171.html 0577-73-0153

　静岡県

静岡市営住宅 住宅政策課 http://www.city.shizuoka.jp/412_000033.html

054-221-1253
(公社静岡事務所)
054-354-2238

（公社清水事務所）

浜松市営住宅 住宅課 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jutaku/hinan.html 053-457-2455

　愛知県

県営住宅
公営住宅課県営住宅管理
室

 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukanri/kumamotojishin2.html 左記HP参照

名古屋市営住宅 住宅供給公社管理第一課 http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000082177.html 052－523-3875

半田市営住宅 建築課 https://www.city.handa.lg.jp/kenchiku/machi/sumai/shie/kumamotojishin.html 0569-84-0670

知多市営住宅 都市計画課 http://www.city.chita.lg.jp/docs/2016042000029/ 0562-33-3151

　三重県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0037300003.htm 059-224-2703

津市営住宅 市営住宅課 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1461570332253/index.html 059-229-3190

伊勢市営住宅 建築住宅課 http://www.city.ise.mie.jp/13704.htm 0596-21-5596

松阪市営住宅 住宅課 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1461719451805/index.html 0598-53-4163

【北陸地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　新潟県

新潟市営住宅 住環境政策課 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/01sieijutaku/osirase.html 025-226-2817

　富山県

県営住宅 建築住宅課 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00016471.html 076-444-3358

　石川県

県営住宅 建築住宅課 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/kumamoto_jishin.html 076-241-5370
（県営住宅管理センター 平和町店）

金沢市営住宅 市営住宅課 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29104/ 076-220-2331

【関東地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　茨城県

県営住宅
（一財）茨城県住宅
管理ｾﾝﾀｰ
県営住宅業務課

http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/jutaku/kanri/01class/class14/04kenei/teikyo.html 029-226-3350

県　　名　　等

県　　名　　等



　栃木県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/houdou/kumamoto.html 028-623-2486

栃木市営住宅 住宅課 http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000015000/hpg000014550.htm 0282-21-2451

小山市営住宅 建築課 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai/kumamotosiensaku.html 0285-22-9211

　群馬県

県営住宅 県住宅供給公社 http://www.pref.gunma.jp/04/bi0100019.html 027-223-5811

前橋市営住宅 建築住宅課 http://www.city.maebashi.gunma.jp/topinfo/p016326.html 027-898-6833

高崎市営住宅 建築住宅課 http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016041800040/ 027-321-1324

太田市営住宅 企画政策課 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-006kikaku-kouhou/2016-0426-0957-140.html 0276-47-1892

富岡市営住宅 危機管理課 http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1461205420858/index.html 0274-62-1511

　千葉県

県営住宅 住宅課 http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/kanri/kumamotojisin.html 043-223-3222

館山市営住宅 建築施設課 http://www.city.tateyama.chiba.jp/kenchikushisetsu/page100000.html 0470-22-3751

　東京都

都営住宅 経営企画課 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h28/topi006.html 03-3409-4522

　神奈川県

県営住宅 住宅計画課 045-210-6557

市町営住宅
公社住宅

市町公社担当部署 左記ＨＰ参照

横浜市営住宅 市営住宅課 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/ukeire-portal.html 045-671-4420

川崎市営住宅
（特定公共賃貸
住宅）

市営住宅管理課 http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000076781.html 044-200-2951

相模原市営住宅 住宅課 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/bousai/23850/033723.html 042-769-8256

　山梨県

県営住宅 建築住宅課住宅対策室 http://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/kenneijyuutakukannri.html 055-223-1732

　長野県

県営住宅
県職員住宅

市町村営住宅等

【東北地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　岩手県

県営住宅等 建築住宅課 http://www.pref.iwate.jp/kenchiku/saigai/045118.html 019-629-5931

建築住宅課 http://www.pref.nagano.lg.jp/jutaku/kurashi/sumai/shien/documents/28kumamoto.html 026-235-7337

県　　名　　等

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534640/



　宮城県

仙台市営住宅 市営住宅管理課 http://www.city.sendai.jp/bosaitaisaku/1221978_2931.html 022-214-8331

　秋田県

県営住宅
県職員公舎

総合政策課被災者受入支
援室

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1461731610478/index.html 018-860-4504

　山形県

県営住宅
県職員公舎

危機管理課復興・避難者
支援室

http://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2016/04/copy4_of_01191014/ 023-630-3164

【北海道地方】

担当部署 案内ホームページURL 電話番号

　北海道

道営住宅 住宅課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/jtop/kannri/kumamoto.htm 左記HP参照

札幌市営住宅 住宅課 https://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/01osumai/siju/kumamotojishin.html 011-211-2806

江別市営住宅 建築住宅課 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/jutaku/37595.html 011-381-1041

県　　名　　等


