
主体名 部署名又は担当係名 電話番号

福岡地区 福岡県
福岡県住宅供給公社
福岡管理事務所

092-713-1683

北九州地区 福岡県
福岡県住宅供給公社
北九州管理事務所

093-621-3300

筑後地区 福岡県
福岡県住宅供給公社
筑後管理事務所

0942-30-2660

筑豊地区 福岡県
福岡県住宅供給公社
筑豊管理事務所

0948-21-3232

北九州市住宅供給公社 管理第二課 093－531－3030
https://www.jkk-

kitakyushu.jp/shiei/

北九州市 建築都市局住宅管理課 093－582－2556

https://www.city.kitakyu

shu.lg.jp/ken-to/toshi-

juutakukanri.html

福岡市住宅供給公社 募集課 092－271－2561

福岡市
住宅都市局住宅部住
宅管理課

092－271－2555

大牟田市営住宅管理セ
ンター

- 0944-41-0123

大牟田市 都市整備部建築住宅課 0944-41-2787

久留米市 久留米市 都市建設部　住宅政策課 0942-30-9086

http://www.city.kurume.f

ukuoka.jp/1500soshiki/9

103housing/index.html

直方市 直方市役所
産業建設部建築管理課
住宅管理係

0949-25-2262
https://www.nogata.fuku

oka.jp/

飯塚市 飯塚市 住宅課　管理係 0948-22-5500

田川市
（一財）田川市住宅管理
公社

庶務係、業務係 0947-44-9888 http://www.jkk.ecnet.jp/

柳川市 柳川市
建設部建設課
住宅管理係

0944-77-8542

https://www.city.yanaga

wa.fukuoka.jp/kurashi/ju

taku/shieijutaku.html

八女市 八女市 企画部定住対策課 0943-23-2577
http://www.city.yame.fuk

uoka.jp

筑後市 筑後市 都市対策課 0942-65-7029
https://www.city.chikugo

.lg.jp/

大川市 大川市 都市計画課　建築係 0944－85－5604
http://www.city.okawa.lg

.jp/

行橋市 行橋市
都市整備部建築政策
課

0930－25－1111

豊前市 豊前市 都市住宅課住宅係 0979-82-1111
https://www.city.buzen.l

g.jp

対象地域

問合せ先

大牟田市

https://www.city.omuta.l

g.jp/hpkiji/pub/detail.as

px?c_id=5&type=top&id

=14067

https://lsf.jp/

HP

都道府県
公営住宅

市町村
公営住宅

北九州市

福岡市 http://www.nicety.or.jp
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中間市 中間市 建設産業部都市計画課 093-246-6155
http://www.city.nakama.l

g.jp/

小郡市 小郡市 都市計画課 0942－72－2111

筑紫野市 筑紫野市 管財課 092-923-1111

春日市 春日市 総務部管財課 092-584-1119

https://www.city.kasuga.

fukuoka.jp/kurashi/seika

tsu/jutaku/1001324.html

大野城市 大野城市 管財担当 092-580-1824

宗像市 宗像市 建築課住宅係 0940-36-5203

太宰府市 太宰府市 管財課 092-921-2121

古賀市 古賀市 管財課　管財係 092－942-1168

https://www.city.koga.fu

kuoka.jp/cityhall/work/k

anzai/019.php

福津市 福津市 契約管財課 0940-43-8135

うきは市 うきは市
住環境建設課
建設管理係

0943-75-4983

宮若市 宮若市
建築都市課　住宅管理
係

0949-32-0955
https://www.city.miyawa

ka.lg.jp

嘉麻市 嘉麻市 住宅課住宅管理係 0948-42-70962
http://www.city.kama.lg.j

p

朝倉市 朝倉市
都市建設部都市計画
課住宅係

0946-28-7582

https://www.city.asakura

.lg.jp/www/genre/00000

00000000/100000000012

1/index.html

みやま市 みやま市
建設都市部都市計画
課住宅政策係

0944-64-1532

http://www.city.miyama.l

g.jp/info/genre.asp?ag_i

d=3

糸島市 糸島市
建設都市部施設管理
課

092－332－2078

那珂川市 那珂川市 人権政策課 092-953-2211

篠栗町 篠栗町 福祉課福祉係 092-947-1331
https://www.town.sasag

uri.fukuoka.jp/

新宮町 新宮町 環境課 092-963-1732
http://www.town.shingu.

fukuoka.jp/

久山町 久山町 財政課管財係 092-976-1111
https://www.town.hisaya

ma.fukuoka.jp

粕屋町 粕屋町 介護福祉課 092-938-0229
https://www.town.kasuy

a.fukuoka.jp/

芦屋町 芦屋町 環境住宅課住宅係 093-223-3540

市町村
公営住宅
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水巻町 水巻町
住宅政策課町営住宅
係

093-201-4321

https://www.town.mizum

aki.lg.jp/life/house/index

.html

岡垣町 岡垣町
都市建設課建築住宅
係

093-282-1211

遠賀町 遠賀町 建設課 093-293-1234
https://www.town.onga.l

g.jp

小竹町 小竹町 管財課住宅管理係 09496-2-1215 http://town.kotake.lg.jp

鞍手町 鞍手町 建設課建築係 0949-42-2111
http://www.town.kurate.l

g.jp

桂川町 桂川町
建設事業課管理鉱害
係

0948-65-3330
https://www.town.keisen

.fukuoka.jp/

筑前町 筑前町
都市計画課
住宅政策課係

0946-42-6642
toshikei@town.chikuzen.f

ukuoka.jp

東峰村 東峰村 建設水道課 0946-72-2313 http://vill.toho-info.com/

大刀洗町 大刀洗町 建設課 0942-77-6204

広川町 広川町役場 協働推進課 0943-32-1196

香春町 香春町 住宅水道課 0947-32-8403

添田町 添田町
住環境整備課住宅管
理係

0947-82-1235

糸田町 糸田町 建築課住宅係 0947-26-4020
http://www.town.itoda.lg

.jp/

川崎町 川崎町 住宅課 0947-72-3000
https://www.town-

kawasaki.com/

大任町 大任町 事業課住宅係 0947-63-3001
http://www.town.oto.fuk

uoka.jp/

赤村 産業建設課 0947-62-3000

赤村 水道住宅係 0947-62-3000

福智町 福智町 住宅課 0947-22-7768
fg1300@town.fukuchi.lg.j

p

苅田町 苅田町 都市計画課　建築担当 093-434-6521

みやこ町 みやこ町 建築課 0930-32-6014
http://www.town.miyako.

lg.jp/

吉富町 吉富町 福祉保険課 0979-24-1123

上毛町 上毛町 住民課 0979-72-3116

築上町 築上町 都市政策課 0930-56-0300

市町村
公営住宅
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都道府県
公社住宅

全域 福岡県住宅供給公社 賃貸事業部 092-781-8020 https://lsf.jp/

北九州市 北九州市住宅供給公社 管理第一課 093－531－3150
https://www.jkk-

kitakyushu.jp/chintai

福岡市 福岡市住宅供給公社 募集課 092-271-2892
http://www.nicety.or.jp/t

oku1-osagashi/

市
公社住宅
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