
夕張市 建設課建築住宅係 0123-52-3119
岩見沢市 建設部建築課住宅管理係 0126-23-4111
美唄市 都市整備部建築住宅課建築住宅グループ（住宅担当） 0126-63-0140
芦別市 経済建設部都市建設課住宅係 0124-22-2111
赤平市 建設課住宅係 0125-32-1820
三笠市 企画経済部建設管理課住宅係 01267-2-3998
滝川市 建設部建築住宅課公営住宅係 0125-28-8041
砂川市 建設部建築住宅課住宅係 0125-54-2121
歌志内市 建設課建築住宅グループ 0125-42-2223
深川市 建設水道部建築住宅課住宅係 0164-26-2453
南幌町 都市整備課都市施設グループ 011-378-2121
奈井江町 まちなみ課建築公住係 0125-65-2116
上砂川町 企画振興課建設係 0125-62-2011
由仁町 建設水道課土木・建築担当 0123-83-2116
長沼町 都市整備課建築係 0123-88-2111
栗山町 建設水道課総務管理グループ 0123-73-7512
月形町 産業課住宅建築係 0126-53-2322
浦臼町 産業建設課管理係 0125-68-2113
新十津川町 建設課都市管理グループ 0125-76-2139
妹背牛町 建設課管理グループ 0164-32-2411
秩父別町 建設課建設グループ 0164-33-2111
雨竜町 総務課財産管理グループ 0125-77-2211
北竜町 建設課建築住宅係 0164-34-2111
沼田町 住民生活課生活環境グループ 0164-35-2115
札幌市 都市局市街地整備部住宅課管理係 011-211-2806
江別市 建設部建築住宅課住宅係 011-381-1041

建設部市営住宅課住宅管理係 0123-24-0427

指定管理者～日興・千歳建設グループ
0800-800-1945
（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

恵庭市 建設部住宅課 0123-33-3131
北広島市 建設部建築課住宅管理担当 011-372-3311
石狩市 建設水道部建設指導課 0133-72-3144
当別町 建設水道部建設課管理住宅係 0133-23-2330
新篠津村 産業建設課建築係 0126-57-2111

建設部建築住宅課住宅係 0134-32-4111
指定管理者～協和総合管理株式会社 0134-32-5660

島牧村 施設課施設係 0136-75-6272
寿都町 施設課技術係 0136-62-2601
黒松内町 建設水道課 0136-72-4432
蘭越町 建設課管理係 0136-57-5111
ニセコ町 建設課住宅管理係 0136-44-2121
真狩村 建設課管理係 0136-45-3617
留寿都村 建設課建設係 0136-46-3131
喜茂別町 建設課管理係 0136-33-2211
京極町 建設課管理係 0136-42-2111
倶知安町 経済部建設課住宅係 0136-56-8012
共和町 環境整備課建築係 0135-73-2011
岩内町 建設水道部建設住宅課 0135-62-1011
泊村 経済部建設水道課 0135-75-2134
神恵内村 財政課財政係 0135-76-5011
積丹町 建設課 0135-44-2111
古平町 建設水道課建設管理係 0135-42-2181
仁木町 建設課建築係 0135-32-2516
余市町 建設水道部まちづくり計画課建築住宅グループ 0135-21-2128
赤井川村 建設課建築係 0135-34-6211
室蘭市 市営住宅課管理係 0143-25-2685
苫小牧市 住宅課管理係 0144-32-6316
登別市 建築住宅グループ住宅担当 0143-85-8286
伊達市 都市住宅課住宅管理係 0142-23-3331
豊浦町 建設課管理係 0142-83-1412
洞爺湖町 建設課建築住宅グループ 0142-74-3007
壮瞥町 建設課住宅係 0142-66-2121
白老町 建設課住宅グループ 0144-82-4215
安平町 施設課　施設グループ 0145-22-2516
厚真町 建設課建築住宅グループ 0145-27-2325
むかわ町 建設水道課技術グループ 0145-42-2427
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日高町 管財建築課建築・公営住宅グループ 01456-2-6187
平取町 建設水道課財産管理係 01457-2-2226
新冠町 建設水道課管理グループ 0146-47-2518
新ひだか町 経済部建設課住宅建築・維持グループ 0146-43-2111
浦河町 建設課住宅管理係 0146-26-9011
様似町 管財建設課管財・住宅係 0146-36-2115
えりも町 建設水道課建築管財係 01466-2-2114

都市建設部住宅課市営住宅担当 0138-21-3382
指定管理者～（一財）函館市住宅都市施設公社住宅管理課住宅管理担当 0138-40-3602

北斗市 建設部都市住宅課建築住宅係 0138-73-3111
松前町 建設課 0139-42-2275
福島町 建設課建設水道グループ 0139-47-3006
知内町 総務企画課管財係 01392-5-6161
木古内町 建設水道課 01392-2-3131
七飯町 経済部都市住宅課住宅対策係 0138-65-5794
鹿部町 建設水道課建築係 01372-7-5294
森町 建設課建築住宅係 01374-2-2181
八雲町 建設課管理係 0137-62-2111
長万部町 建設課建築公園係 01377-2-2000
江差町 財政課住宅管財係 0139-52-1020
上ノ国町 施設課財産管理Ｇ 0139-55-2311
厚沢部町 建設水道課住宅施設係 0139-64-3311
乙部町 建設課管理係（町営住宅管理担当） 0139-62-2311
奥尻町 建設水道課管理係 01397-2-3111
今金町 総務財政課財政管財Ｇ 0137-82-0111
せたな町 建設水道課管財係 0137-84-5111
旭川市 都市建築部住宅課住宅管理係 0166-25-8510
士別市 建設水道部建築課住宅担当 0165-23-3121（2322）
名寄市 建設水道部建築課住宅係 01654-3-2111（3353）
富良野市 建設水道部都市建築課住宅政策係 0167-39-2316
幌加内町 住民課住民生活係 0165-35-2124
鷹栖町 建設水道課管理係 0166-87-2111（272）
東神楽町 建設水道課管理グループ 0166-83-5413
当麻町 建設水道課管理係 0166-84-2111（154）
比布町 建設課住宅管理係 0166-85-4807（152）
愛別町 建設課管理係 01658-6-5111（254）
上川町 企画総務課財政グループ 01658-2-4062
東川町 定住促進課住まい室 0166-82-2111（115）
美瑛町 住民生活課町営住宅係 0166-92-4294
上富良野町 町民生活課生活環境班 0167-45-6985
中富良野町 町民課町営住宅係 0167-44-2126
南富良野町 建設課建築係 0167-52-2179
占冠村 産業建設課建築担当 0167-56-2172
和寒町 建設課管理係 0165-32-2424
剣淵町 建設課土木建築グループ 0165-34-2121（241）
下川町 建設水道課建設・水道グループ 01655-4-2511（254）
美深町 産業施設課管理グループ 01656-2-1616
音威子府村 経済課環境整備室建築係 01656-5-3314
中川町 環境整備課環境整備室 01656-7-2815
留萌市 建築住宅課住宅管理係 0164-42-2025
増毛町 建設課建築係 0164-53-1115
小平町 生活環境課管理係 0164-56-2111
苫前町 建設課建築係 0164-64-2315
羽幌町 町民課住宅係 0164-62-1211
初山別村 経済課管理係 0164-67-2211
遠別町 住民課生活環境係 01632-7-2113
天塩町 住民課住民振興係 01632-2-1001
稚内市 都市整備課建築・住宅グループ 0162-23-6422
猿払村 建設課建築係 01635-2-3135
浜頓別町 建設課管理係 01634-2-2358
中頓別町 産業建設課建設グループ 01634-6-1111

建設課建築公営住宅グループ 0163-62-1250
歌登総合支所産業建設グループ 0163-68-2151

豊富町 建設課建築係 0162-82-1001
礼文町 建設課 0163-86-1001
利尻町 まち環境整備課土木建築係 0163-84-2345
利尻富士町 建設課まちづくり係 0163-82-2511
幌延町 経済課管理グループ 01632-5-1116
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網走市 建設部建築課住宅管理係 0152-44-6111
紋別市 建設部都市建築課住宅管理担当 0158-24-2111
北見市 都市建設部総務課公営住宅管理係 0157-25-1626
大空町 住民課住民グループ 0152-74-2111
美幌町 建設水道部建築グル－プ公営住宅担当 0152-73-1111
津別町 建設課住宅グル－プ住宅担当 0152-76-2151
斜里町 総務部財政課契約財産係 0152-23-3131
清里町 建設課上下水道・公住グル－プ公営住宅担当 0152-25-2131
小清水町 建設課建設係 0152-62-4475
訓子府町 建設課管理係 0157-47-2118
置戸町 施設整備課管理係 0157-52-3314
佐呂間町 建設課管理係 01587-2-1210
遠軽町 建設課公営住宅担当 0158-42-4817
湧別町 建設課管理係 01586-2-5869
滝上町 建設課建築係 0158-29-2111
興部町 建設課建築維持係 0158-82-2131
西興部村 住民課福祉係 0158-87-2111
雄武町 税財管理課管財係 0158-84-2121
帯広市 都市建設部住宅課市営住宅係 0155-65-4190
音更町 建設水道部建築住宅課住宅係 0155-42-2111
士幌町 建設課建設グループ 01564-5-5216
上士幌町 建設課公営住宅担当 01564-2-2111
鹿追町 建設水道課建築係 0156-66-4033
新得町 施設課町営住宅係 0156-64-0529
清水町 都市施設課住宅都市係 0156-62-2113
芽室町 住民生活課公営住宅係 0155-62-9723
中札内村 施設課施設グループ 0155-67-2496
更別村 建設水道課建築係 0155-52-5200
大樹町 建設課建築係 01558-6-2118
広尾町 建設課公営住宅係 01558-2-0178
幕別町 建設部都市施設課住宅係 0155-54-6623
池田町 町民課住宅係 0155-72-3114
豊頃町 施設課建築住宅係 0155-74-2215
本別町 建設水道課管理担当 0156-22-8122
足寄町 総務課契約財産室財産管理担当 0156-25-2141
陸別町 建設課建築担当 0156-27-2141
浦幌町 施設課建築住宅係 0155-76-2139

都市整備部住宅課住宅担当 0154-31-4564
指定管理者～一般財団法人　釧路市住宅公社 0154-31-4563

釧 釧路町 経済部都市建設課住宅管理係 0154-62-2195
路 厚岸町 建設課契約管財係 0153-52-3131
管 浜中町 総務課契約管財係 0153-62-2127
内 標茶町 管理課管財係 015-485-2111

弟子屈町 建設課管理係 015-482-2941
鶴居村 建設課建築係 0154-64-2115
白糠町 経済部建設課住宅管理係 01547-2-2171
根室市 建設水道部建築住宅課市営住宅担当 0153-23-6111
別海町 建設水道部管理課住宅担当 0153-75-2111
中標津町 建設水道部都市住宅課住宅係 0153-73-3111
標津町 建設水道課（建築・住宅担当） 0153-82-2131
羅臼町 建設水道課建設係 0153-87-2163
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