
令和３年度県内市町村の耐震相談会等開催状況

詳細については、各担当課にお問い合わせ下さい。

No. 市町村名 担当部署 開催状況 開催内容 ホームページ 備考

1 千葉市
建築指導課
043-245-5836

○ 出前講座
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/ko
hokocho/siseidemaekouza.html

講座NO.3-7
住宅の耐震診断費及び耐震改修費等の補
助制度～住まいの耐震化を支援します～

2 銚子市
都市整備課
0479-24-8945

○ 相談会 http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/1111000018.html

出前講座 http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/demaekouza.html

住宅政策課
047-436-2712

○ 相談会
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/juutaku/004/p0
04010.html

社会教育課
047-436-2895

○ まちづくり出前講座
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/gakushu/001/
p000998.html

講座NO.92
あなたの住まいは地震に耐えられますか？

5 館山市
建築施設課
0470-22-3751

○ 相談会
http://www.city.tateyama.chiba.jp/tosikeikaku/page005
975.html

6 木更津市
建築指導課
0438-23-8596

○ 相談会
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/jutaku/taishinka
/1001408.html

7 松戸市
建築指導課
047-366-7368

○ 相談会
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/taisin/
taisinnsoudan.html

8 野田市
都市計画課
04-7125-1111

○ 相談会 https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bousai/1031571.html

9 茂原市
建築課

0475-20-1588
○ 相談会 http://www.city.mobara.chiba.jp/0000006729.html

10 成田市
建築住宅課
0476-20-1564

○
相談会

（出張相談も可）
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page171200.ht
ml

11 佐倉市
建築指導課
043-484-6169

○ 相談会 相談会直前にＨＰ掲載

12 東金市
都市整備課
0475-50-1150

13 旭市
都市整備課
0479-62-5895

○ 相談会
https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/17/29
96.html

今年度は9月21日の開催が最終日になりま
す。

14 習志野市
建築指導課
047-453-9231

○ 出張相談
http://www.city.narashino.lg.jp/joho/machidukuri/kenc
hiku/taishinka/hojo/340420140318194158790.html

15 柏市
建築指導課
04-7167-1145

○ 相談会
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140200/p003497.
html

16 勝浦市
都市建設課
0470-73-6627

相談会
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemo
no/anzen/302_taishin/302_1.html

出前講座
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/sumai/tatemo
no/anzen/302_taishin/302_1_1.html

18 流山市
建築住宅課
04-7150-6088

○
相談会

（出張相談も可）
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001891/100
1892/1001912/1001913.html

19 八千代市
建築指導課
047-421-6774

○
相談会

(出前相談会）
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/141000/page000035.h
tml

20 我孫子市
建築住宅課
04-7185-1111
(内線528）

○ 耐震セミナー・相談会
http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sum
ai/soudan_koji/taisin-semina.html

開催する時に掲載します。
（令和3年度は、5月29日、7月31日に開催済）

21 鴨川市
都市建設課
04-7093-7835

○ 相談会 https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/1211.html

22 鎌ケ谷市
建築住宅課
047-445-1466

○ 相談会
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-
tetsuzuki/sumai/sumai/taisinsoudan.html

23 君津市
住宅営繕課
0439-56-1158

○ 相談会 http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/107/2105.html

24 富津市
都市政策課
0439-80-1306

○ 相談会 http://www.city.futtsu.lg.jp/0000004519.html

25 浦安市
建築指導課
047-712-6553

○ 相談会
https://www.city.urayasu.lg.jp/events/1026059/kenchi
ku/1007234.html

相談会開催月の１日から開催日まで公開

○

4 船橋市

3 市川市
建築指導課
047-712-6337

17 市原市
建築指導課
0436-23-9091
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No. 市町村名 担当部署 開催状況 開催内容 ホームページ 備考

26 四街道市
建築課

043-421-6144
○

相談会
窓口及び出張相談

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/sumai/ke
nchiku/taisinsoudan.html

27 袖ケ浦市
都市整備課
0438-62-3645

○
相談会

（出張相談も可）
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/t
oshi/soudankai.html

28 八街市
都市計画課
043-443-1430

○ 出張相談
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/2
4/29237.html

29 印西市
建築指導課
0476-42-5111

○ 相談会 http://www.city.inzai.lg.jp/0000002070.html

30 白井市
建築宅地課
047-492-1111

（3715）
○ 相談会

http://www.city.shiroi.chiba.jp/sodan/sumai/14213780
51939.html

31 富里市
都市計画課
0476-93-5148

○ 相談会 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000001711.html

32 南房総市
建設課

0470-33-1103
○ 相談会

https://www.city.minamiboso.chiba.jp/00000
00582.html

33 匝瑳市
都市整備課
0479-73-0091

34 香取市
都市整備課
0478-50-1214

35 山武市
都市整備課
0475-80-1191

36 いすみ市
建設課

0470-62-1204

37 大網白里市
都市整備課
0475-70-0366

○ 相談会

38 酒々井町
まちづくり課
043-496-1171

39 栄町
まちづくり課
0476-33-7719

40 神崎町
まちづくり課
0478-72-2114

41 多古町
都市計画課
0479-76-5408

42 東庄町
まちづくり課
0478-86-6074

43 九十九里町
まちづくり課
0475-70-3156

44 芝山町
まちづくり課
0479-77-3909

45 横芝光町
都市建設課
0479-84-1217

46 一宮町
都市環境課
0475-42-1430

47 長生村
まちづくり課
0475-32-2116

48 睦沢町
まちづくり課
0475-44-2501

49 白子町
建設課

0475-33-2116

50 長柄町
建設環境課
0475-35-2114

51 長南町
建設環境課
0475-46-3394

52 大多喜町
建設課

0470-82-2115

53 御宿町
建設環境課
0470-68-6694

54 鋸南町
建設水道課
0470-55-2133
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