
公社の賃貸 配布場所 

2021/11 
 

<注> ●フリーペーパーラック設置場所は新規設置や閉店等により変動する場合がございます。●パンフレットは適宜補充しておりますが、在庫切れの場合はご容赦ください。●各店舗等

の定休日･営業時間にご注意ください。 

■神奈川県住宅供給公社 賃貸住宅パンフレット配布場所 
募集パンフレット｢公社の賃貸｣は下記の場所にて配布しております。 

2021年夏の待機者募集は 2021年 7月 16日(金)～7月 28日(水)です（終了しました）。                    

先着順受付にてお申し込みいただく場合は、このパンフレットの申込書は必要ありません。 

●適宜補充しておりますが、在庫切れの場合もございます。あらかじめご了承ください。各店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 

●設置場所は新規設置や閉店等により変動する場合がございます。 

市区町村 配布場所 所在地 電話番号 備考 

横浜市鶴見区 鶴見区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市鶴見区鶴見中央 3-20-1 - 1階 1番窓口 

横浜市神奈川区 神奈川区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市神奈川区広台太田町 3-8 - 別館 1階 総合案内窓口 

横浜市西区 西区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市西区中央 1-5-10 - 1階 1番窓口 

 公共住宅賃貸募集センター 横浜そごう店 
横浜市西区高島 2-18-1  

 そごう横浜店 9階 
045-288-2111  

横浜市中区 横浜市役所 (市庁舎 市民情報センター) 横浜市中区本町 6-50-10 - 3階 市民情報センター 

 中区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市中区日本大通 35 - 1階 総合案内窓口 

 神奈川県住宅供給公社 横浜市中区日本大通 33 0120-100-107  

 (一般社)かながわ土地建物保全協会 横浜市中区日本大通 33 045-671-0571  

 かながわ住まい・まちづくり協会 
横浜市中区太田町 2-22 

 神奈川県建設会館 4階 
045-664-6896  

 (株)ライフサロン横浜 横浜市中区万代町 3-5-8 045-227-7015  

横浜市南区 南区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市南区浦舟町 2-33 - 1階 1番窓口 

横浜市保土ヶ谷区 保土ヶ谷区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市保土ヶ谷区川辺町 2-9 - 本館 1階 総合案内窓口 

横浜市磯子区 磯子区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市磯子区磯子 3-5-1 - 1階 1番窓口 

 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

横浜南サービスセンター 
横浜市磯子区杉田 2-4-9 045-778-4425  

横浜市金沢区 金沢区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市金沢区泥亀 2-9-1 - 1階 101番窓口 

横浜市港北区 港北区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市港北区大豆戸町 26-1 - 1階 1番窓口 

横浜市戸塚区 戸塚区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市戸塚区戸塚町 16-17 - 9階 93番窓口 

横浜市港南区 港南区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市港南区港南 4-2-10 - 1階 1番窓口 

横浜市旭区 旭区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市旭区鶴ヶ峰 1-4-12 - 1階 1番窓口 

 (一般財)若葉台まちづくりセンター 横浜市旭区若葉台 3-5-2 045-921-3361  

横浜市緑区 緑区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市緑区寺山町 118 - 1階 11番窓口 

 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

横浜北サービスセンター 
横浜市緑区竹山 3-1-8 045-933-0593  

横浜市瀬谷区 瀬谷区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市瀬谷区二ツ橋町 190 - 2階 総合案内窓口前 

横浜市栄区 栄区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市栄区桂町 303-19 - 本館 1階 総合案内窓口 

横浜市泉区 泉区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市泉区和泉中央北 5-1-1 - 1階 101番窓口 

横浜市青葉区 青葉区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市青葉区市ケ尾町 31-4 - 1階 総合案内窓口前 

横浜市都筑区 都筑区役所 区政推進課 広報相談係 横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-1 - 1階 総合案内窓口 

 
神奈川ロイヤル 

 港北 NTセンター北駅前ショップ 
横浜市都筑区中川中央 1-7-4 045-913-2211  

川崎市川崎区 神奈川ロイヤル 川崎アゼリア店 川崎市川崎区駅前本町 26-2-4017 044-244-2113 地下 1階 JR川崎駅前方面出口 2番階段前 

川崎市幸区 北野書店 
川崎市幸区新塚越 201 

 ルリエ新川崎 マルエツ 2階 
-  

 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

川崎サービスセンター 
川崎市幸区河原町 1 044-511-2500  

横須賀市 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

横須賀サービスセンター 

横須賀市小川町 19-5  

富士ビル№Ⅱ4階 
046-823-1959  

藤沢市 藤沢市役所 計画建築部 住宅政策課 藤沢市朝日町 1-1 - 分庁舎 3階 

 神奈川ロイヤル  藤沢小田急湘南ゲート店 
藤沢市南藤沢 21-1 

小田急湘南ゲート 4階 
0466-25-1811  

 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

湘南サービスセンター 
藤沢市湘南台 4-5-10大嶋ビル 1階 0466-43-7731  

高座郡寒川町 寒川町役場 町民窓口課 高座郡寒川町宮山 165 - 1階 

平塚市 平塚市役所 福祉部 高齢福祉課 平塚市浅間町 9-1 - 1階 120番窓口 

中郡二宮町 二宮町役場 戸籍税務課 戸籍住民班 中郡二宮町二宮 961番地 - 1階 

 
神奈川県住宅供給公社 

二宮団地現地事務所 
中郡二宮町百合ヶ丘 2-2-1 2階 0463-80-9800  

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/guide/office/address.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/access.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/about/abo01.html
http://www.k-royal.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kanri/access/
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/wardoffice.html
http://www.kanagawa-jk.or.jp/contact/
https://www.thk.or.jp/
http://www.machikyo.or.jp/office/map.html
http://www.ls-yokohama.com/
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/600002.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/access/
http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/somu/yosan/tyousya.html
https://www.thk.or.jp/company/profile/yokohamananbu.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/yokohamananbu.htm
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/profile/3-1.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/mokuji/kuyakushoannai.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/somu/access/
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/annai/access.html#map
http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/guide/shisetsu/koukyou/kuyakusho/
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1080&bih=642&wrapid=tlif134604531007111&q=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E8%8B%A5%E8%91%89%E5%8F%B03-5-2&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x6018f8779446a3f5:0xfac02c7660d5b225,%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E6%97%AD%E5%8C%BA%E8%8B%A5%E8%91%89%E5%8F%B0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95&gl=jp&sa=X&ei=fgU7UOGaC82gmQXgtIGIAQ&ved=0CCEQ8gEwAA
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/50info/51access/
https://www.thk.or.jp/company/profile/yokohamahokubu.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/yokohamahokubu.htm
http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/access/
http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/sidemenu/acces.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/02suishin/01kouhou/kuyakusyomap.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/60kuyakusho/kuyakusho.html#1
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kyoutsu/kyoutsu/1chyousya.html
http://www.royal-h.jp/kouhoku/shop_info.html
http://www.royal-h.jp/kouhoku/shop_info.html
https://www.k-royal.jp/access2/
http://kitanobook.co.jp/i/store.html
https://www.thk.or.jp/company/profile/kawasaki.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/kawasaki.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/yokosuka.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/yokosuka.htm
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kouhou/shise/gaiyo/madoguchi/shiyakusho.html
https://www.k-royal.jp/access4/
https://www.thk.or.jp/company/profile/syonan.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/syonan.htm
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/map.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/shiyakusho/page-c_00760.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/
https://www.nino-satoyama.com/
https://www.nino-satoyama.com/
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市区町村 配布場所 所在地 電話番号 備考 

中郡二宮町 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

西湘サービスセンター 
中郡二宮町百合ヶ丘 2-2-1 0463-71-1839  

大和市 大和市役所 街づくり総務課 大和市下鶴間 1-1-1 - 4階 

厚木市 厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 厚木市中町 3-17-17 - 第 2庁舎 12階 

伊勢原市 伊勢原市役所 建築住宅課 伊勢原市田中 348 0463-94-4782  

相模原市中央区 相模原市役所 建築・住まい政策課 相模原市中央区中央 2-11-15 042-769-9817 第一別館 4階 

 相模原市役所 中央区行政資料コーナー 相模原市中央区中央 2-11-15 042-769-8331 本館 1階 

相模原市南区 神奈川ロイヤル ボーノ相模大野店 
相模原市南区相模大野 3-3 

ボーノ相模大野サウスモール 2階 
042-701-1168  

 
(一般社)かながわ土地建物保全協会 

県央サービスセンター 
相模原市南区相武台団地 2-3-4 046-251-2901  

南足柄市 南足柄市役所 都市部 都市計画課 南足柄市関本 440番地 - 2階 

小田原市 小田原市役所 都市部 都市政策課 小田原市荻窪 300  - 6階 

 小田原市役所 福祉健康部 高齢介護課 小田原市荻窪 300 - 2階 

足柄下郡湯河原町 グリーン不動産 足柄下郡湯河原町土肥 4-2-40 0465-60-3939  

 湯河原町役場 足柄下郡湯河原町中央 2-2-1 0465-63-2111 第 1庁舎 1階 

- 神奈川県出先機関 - - 
各所県政情報コーナー、県税事務所、保健

福祉事務所他 
 

https://www.thk.or.jp/company/profile/seisyo.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/seisyo.htm
http://www.city.yamato.lg.jp/web/jyoho/accessmap.html
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/facilities/city/office/p005401.html
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2012081500018/
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/shikanren/shiyakusyo/1002667.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/shikanren/shiyakusyo/1002667.html
https://www.k-royal.jp/access3/
https://www.thk.or.jp/company/profile/kenou.htm
https://www.thk.or.jp/company/profile/kenou.htm
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/AccessMap/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/admin/p-office/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/admin/p-office/
https://www.koyokosan.com/
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/access.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5010/p14796.html

