
岩手県空家等対策連絡会議　空き家等相談窓口一覧表（行政）

項　　目 団体名 詳　　細 ホームページURL 電話番号 メールアドレス F A X 郵便番号 住　　所 備　　考

登記全般 盛岡地方法務局 不動産（土地・建物）及び商業法人に関
する登記の手続き

http://homukyoku.moj.go.
jp

019-624-1104
（相談予約電
話）

019-624-1146
（登記部門）

020-0045 盛岡市盛岡駅西通一
丁目９番１５号　盛
岡第二合同庁舎

相談は予約制のた
め、事前に電話で予
約が必要です。

建築・利活
用等

（岩手県庁総合防
災室）

消防業務に関する問い合わせ全般（県内
12消防本部への指導助言）

019-629-5556 AH0006@pref.iwate
.jp

019-629-5174 020-8570 盛岡市内丸10-1

空き家に関
すること
（全般）

岩手県県土整備部
建築住宅課

・空家等対策の推進に関する特別措置法
（空き家法）に関する御相談
・御相談内容に応じた担当窓口の御案内

019-629-5934 AG0009@pref.iwate
.jp

019-651-4160 020-8570 盛岡市内丸10番1号

利活用 盛岡市
（都市計画課）

盛岡市空き家等バンク制度における，バ
ンク物件登録・バンク利用希望者登録に
関わる受付及び相談。

http://www.city.morioka.iwat
e.jp/kurashi/sumai/akiya/ind
ex.html

019-651-4111
（内線7215）

toshikeikaku@city
.morioka.iwate.jp

019-637-1919 020-8532 盛岡市津志田14地割
37番地２

適正管理，
被相続人居
住用家屋等
確認申請

盛岡市
（くらしの安全
課）

適正管理：周辺の生活環境に悪影響を及
ぼしている空き家等に関する相談を受け
付けます。
被相続人居住用家屋等確認申請：確認書
発行の窓口です。

http://www.city.morioka.iwat
e.jp/kurashi/anzen_anshin/1
023749/index.html

019-603-8008
（課直通）

kurasi@city.morio
ka.iwate.jp

019-622-6211
（代）

020-8530 盛岡市内丸12番２号

空家に関す
ること（全
般）

宮古市 市内に所在する空家に関すること。

https://www.city.miyako.iwat
e.jp/

0193-62-2111 kikaku＠
city.miyako.iwate
.jp

0193-63-9114 027-8501 宮古市宮町一丁目１
番３０号

企画課で受け付け、
必要に応じ担当部署
に繋ぎます。

空き家に関
すること
（全般）

大船渡市 空き家バンクに関すること：企画調整課
空き家バンク以外に関すること：住宅公
園課（相談内容に応じて担当部署に引き
継ぎ対応します。） https://www.city.ofunato.iwa

te.jp/

0192-27-
3111

0192-26-
4477

022-
8501

大船渡市盛町字宇
津野沢15

空き家の売
却、賃貸、
解体処分、
資金融資、
相続又は贈
与及びこれ
らの課税

北上市 常設相談窓口：北上市都市整備部都市計
画課住宅政策係
　　　　　　　0197(72)8278
臨時相談窓口：北上市空き家相談会（定
期開催、予約制）

http://kitakami-
akiya.net/

0197(72)8278 akiya_bank@city.k
itakami.iwate.jp

0197(77)2992 〒024-8502 岩手県北上市上江釣
子17地割201番地２

空き家に対
する相談

花巻市 ・空家に対する苦情の受付、対応
・空家バンクの登録等

https://www.city.hanamak
i.iwate.jp/shimin/168/16
9/p007096.html

0198-24-2111 0198-22-6846 025-8601 花巻市花城町９番30
号

空家バンクに関する
相談は定住推進課、
その他は建築住宅課



空き家に関
すること(全
般）

久慈市 ・空き家の適正な管理に関する相談（建
設企画課）
・空き家バンクに関する相談（地域づく
り振興課）

https://www.city.kuji.iwate.

jp/

0194-52-2111
（代表）

kensetu@city.kuji
.iwate.jp

0194-52-3653 028-8030 久慈市川崎町１番１
号

空き家に関
すること(全
般）

遠野市 相談内容に応じて担当部署に引き継ぎ対
応します。

https://www.city.tono.iw
ate.jp/index.cfm/45.0.24
9.602.html

0198-62-2111

machidu@city.tono.iw
ate.jp

0198-62-2148 028-0592 遠野市中央通り９番
１号

空家問題全
般

一関市 相談内容により、担当部署に引き継ぎ対
応する。

http://www.city.ichinose
ki.iwate.jp

0191-21-8342 seikan@city.ichin
oseki.iwate.jp

0191-21-2101 021-8501 一関市竹山町7-2

全般 陸前高田市 相談内容に応じて、庁内関係課を紹介し
ます。

http://www.city.rikuzentakat
a.iwate.jp/

0192-54-2111 kensetu@city.riku
zentakata.iwate.j
p

0192-54-3888 029-2292 陸前高田市高田町字
鳴石42-5

空家バンクに関する
相談は観光交流課、
その他は建設課

苦情対応 釜石市 空家の適正な管理に関する相談対応 0193-22-2111
（内線208）

0 0193-22-2702 026-8686 釜石市只越町３－９
－１３

0

空き家全般 八幡平市 空き家の倒壊や建築部材の飛散、屋根か
らの落雪など空き家全般に関すること

0195-74-2111 0195-74-2102 028-7397 八幡平市野駄第21地
割170番地

空家に関す
ること（全
般）

奥州市 窓口：市民環境部生活環境課空家対策室
・空き家に関する相談、苦情の受付対応
・空き家バンクへの運営

https://www.city.oshu.iwate.jp0197-34-2344 akiyataisaku@city.oshu.iwate.jp0197-51-2374 023-
8501

岩手県奥州市水沢
大手町一丁目１番
地

空き家管理
全般

滝沢市 ・周辺地域に悪影響を与えている空き家
に関すること
・自己が所有する空き家の管理に関する
こと
　（滝沢市シルバー人材センター・滝沢
市商工会と連携し相談対応）

http://www.city.takizawa
.iwate.jp/

019-656-6542 （ホームページの
メールフォームよ
り）

019-684-2158 020-0692 滝沢市中鵜飼55番地

利活用 雫石町 空き家バンクの登録、利用希望者への登
録物件の情報提供
空き家改修費等補助事業

http://www.town.shizukui
shi.iwate.jp/docs/201412
1000274/

019-692-6406 chiikiseibi@town.
shizukuishi.iwate
.jp

019-692-2130 020-0595 岩手郡雫石町千刈田
5-1



建築、不動
産、相続、
解体、利活
用、環境、
税

葛巻町 ・建築、解体、環境（水洗化）等に関す
ること（建設水道課）
・相続、固定資産に関すること（住民会
計課）
・空き家バンクに関すること（いらっ
しゃい葛巻推進課）

https://www.town.kuzumaki.i
wate.jp/docs/201511180013
3/

0195-66-2111
（内線233）

kuzumaki1102@town
.kuzumaki.iwate.j
p

0195-66-2101 028-5402 葛巻町葛巻16-1-1

空き家に関
すること

岩手町 相談内容に応じて、関係機関や担当各課
と相談のうえ対応。

http://www.town.iwate.iw
ate.jp

0195-62-2111
（内線325）

kensetu3@town.iwa
te.iwate.jp

0195-62-2152 028-4395 岩手県岩手郡岩手町
大字五日市第１０地
割４４番地

空家に関す
ること（全
般）

紫波町 ・空家に対する通報の受付、調査、所有
者等への連絡
・空家バンクの登録等

http://www.town.shiwa.iw
ate.jp/

019-672-6876 toshikei@town.shi
wa.iwate.jp

019-672-2311 028-3392 紫波郡紫波町紫波中
央駅前二丁目3番地1

空き家に関
すること
（全般）

矢巾町 空き家の利活用、空き家バンク登録に関
する相談など

http://www.town.yahaba.i
wate.jp/

019-611-2631 矢巾町ホームペー
ジの問合せフォー
ムをご利用下さ
い。

019-611-2629 028-3692 紫波郡矢巾町大字南
矢幅第13地割123番
地

西和賀町 調整中

空き家管理
全般

金ケ崎町 空き家バンクの登録、空き家除却補助
金、空き家利活用事業補助金、相談等

http://www.town.kanegasa
ki.iwate.jp/

0197-42-2111 kensetsu@town.kan
egasaki.lg.jp

0197-42-4530 029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎
町西根南町２２－１

事業 平泉町 町内の空き家に関すること 0191-46-5569 kensetsu@town.hir
aizumi.iwate.jp

0191-46-3080 029-4192 岩手県西磐井郡平泉
町平泉字志羅山45-2

住田町 調整中

空き家に関
すること

大槌町
（環境整備課）

町内に所在する空き家に関すること・担
当窓口の案内

0193-42-8722 kankyouseibi@town.ot
suchi.iwate.jp

0193-42-3858 028-1192 岩手県上閉伊郡大槌
町上町１番３号

空き家補助
金に関する
こと

大槌町
（産業振興課）

・大槌町空き家リフォーム支援補助金
・大槌町空き家片付け支援補助金

0193-42-8725 shoukou@town.otsu
chi.iwate.jp

0193-42-3855 028-1192 岩手県上閉伊郡大槌
町上町１番３号



空家等の適
切な管理

山田町 空家等の適切な管理 http://www.town.yamada.iwate.jp/docs/925.html0193-82-3111内
線255,256

kunohe@vill.kunoh
e.iwate.jp

0193-82-3201 028-1392 岩手県山田町八幡町
3-20

利活用 岩泉町 空き家・空き地バンクについて（相談窓
口・利用説明等）

http://www.town.iwaizumi
.lg.jp/

0194-22-2111 chiikiseibi@town.iwaiz
umi.lg.jp

0194-22-3903 027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉
町岩泉字惣畑59番地
５

利活⽤

田野畑村 ・空き家バンクの登録、利用希望者への
登録物件の情報提供
・定住促進住宅改修事業費補助事業

https://www.vill.tanohata.iwa
te.jp/

0194-34-2111 0194-34-2632 028-8407 岩手県下閉伊郡田野
畑村田野畑143-1

利活⽤

普代村 空き家バンク登録に関する相談 0194-35-2114 f-
seisaku@vill.fudai.iwat
e.jp

0194-35-3017 028-8392 下閉伊郡普代村9-
13-2

利活⽤

普代村 空き村営住宅に関する問い合わせ 0194-35-2116 f-
kensetsu@vill.fudai.iw
ate.jp

0194-35-3017 028-8392 下閉伊郡普代村9-
13-2

空き家に関
すること全
般

軽米町 ・空家バンクの登録、利用希望者への情
報提供等
・相談内容により、担当部署へ引き継ぎ
対応する。

0195-46-2111 soumu@town.karumai
.iwate.jp

0195-46-2335 028-6302 岩手県九戸郡軽米町
大字軽米10-85

利活用 野田村 ・空き家情報バンクへの空き家、空き地
の登録に関する相談
・空き家情報バンクに登録された空き家
を改修する際の補助金に関する相談
・定住希望者からの空き家、空き地に関
する相談
・定住希望者が住宅を新築若しくは購入
する際の補助金に関する相談

http://www.vill.noda.iwa
te.jp/miraidukurisuishin
/1094.html

0194-78-2963
（直通）

mirai_mi@vill.nod
a.iwate.jp

0194-78-3995 028-8201 岩手県九戸郡野田村
大字野田20-14

相続、利活
用、まちづ
くり

九戸村 空き家相続税軽減制度、空き家バンク登
録及び賃貸借・売買、空き家の利活用

http://www.vill.kunohe.i
wate.jp/akiya/akiya.html

0195-42-2111内
線171

kunohe@vill.kunoh
e.iwate.jp

0195-41-1005 028-6502 岩手県九戸郡九戸村
大字伊保内10-11-6

利活用 洋野町 空き家等バンクの登録、利用希望者への
登録物件の情報提供、空き家等活用促進
助成事業

http://www.town.hirono.i
wate.jp/docs/20160729000
16/

0194-65-5912 kikaku@town.hiron
o.iwate.jp

0194-65-4334 028-7995 岩手県九戸郡洋野町
種市23－27

空家に関す
ること（全
般）

一戸町 ・空家等に関する一般的な相談
・御相談内容に応じた担当窓口の御案内

0195-33-2111 seibi@town.ichinohe.i
wate.jp

0195-33-3770 028-5311 岩手県二戸郡一戸町
高善寺字大川鉢24番
地9


