
宮城県
窓口名

連絡先 022-211-3256

FAX 022-211-3297

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/ E-mail juutakup@pref.miyagi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-214-8330

FAX 022-268-2963

URL https://www.city.sendai.jp/sumiyoi/sumai/index.html E-mail tos009430@city.sendai.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0225-23-5040

FAX 0225-95-1137

URL https://www.city.ishinomaki.lg.jp/index.html E-mail iscpcons@city.ishinomaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-364-1126

FAX 022-362-7249

URL
http://www.https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/20/2
785.html

E-mail kentiku@city.shiogama.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0226-22-6600（内線：426)

FAX 0226-24-3566

URL E-mail jutaku@kesennuma.miyagi.jp

相談日時

備考

宮城県土木部住宅課

住所
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

午前8時30分～午後5時15分(土曜、日曜及び祝祭日は除きます。)

内容により、適切な相談窓口・お問い合わせ先をご案内いたします。

仙台市都市整備局住宅政策部住宅政策課

午前９時から午後５時まで（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。）

塩竈市産業建設部まちづくり・建築課

住所
〒985-0052
塩竈市本町１－１　壱番館庁舎二階

平日の午前９時から１２時／午後１時から５時まで

住所
〒980-8671
宮城県仙台市青葉区国分町３－７－１

午前８時３０分～１２時／午後１時～５時１５分（土・日曜・祝祭日等は除きます。）

●内容により、適切な相談窓口・お問合せ先をご案内いたします。

石巻市福祉部市民相談センター

住所
〒986-8501
宮城県石巻市穀町14‐1

１．建築物の耐震化に関すること　２．リフォーム、耐震改修工事に関すること　３．ブロック塀等の倒壊防止
対策に関すること

気仙沼市建設部住宅課

住所
〒988-8501
気仙沼市八日町一丁目１－１

月曜日から金曜日まで（祝祭日、年末年始を除く。）　午前８時３０分～午後５時１５分
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宮城県
窓口名

連絡先
0224-22-1326（内線：２６４・２６
５)

FAX 0224-22-1328

URL
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/section/kensetsu/etc/kenj
uu.html

E-mail kensetsu@city.shiroishi.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
022-384-2111（内線：２０２～２０
５)

FAX 022-384-2394

URL http://www.city.natori.miyagi.jp/ E-mail toshikei@city.natori.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0224-63-0138（内線：1192・1193)

FAX 0224-63-4863

URL http://www.city.kakuda.lg.jp/ E-mail kenchiku@city.kakuda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-368-1141（内線：424～426)

FAX 022-368-9069

URL http://www.city.tagajo.miyagi.jp/ E-mail tosikei@city.tagajo.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0223-23-0647（内線：433)

FAX 0223-23-5888

URL http://www.city.iwanuma.miyagi.jp E-mail jyuutaku@city.iwanuma.miyagi.jp

相談日時

備考

白石市建設部建設課

住所
〒989-0292
白石市大手町１－１

月曜日～金曜日（年末・年始・祝日を除く）　８：３０～１７：１５

名取市建設部都市計画課

午前8時30分～午後5時15分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

建築全般に関する相談窓口

宮城県多賀城市都市産業部都市計画課建築宅地係

住所
〒985-8531
宮城県多賀城市中央二丁目１番１号

午前8時30分～午後5時15分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

住所
〒981-1292
名取市増田字柳田８０

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜及び祝祭日等は除きます。）

角田市　産業建設部　建築住宅課

住所
〒981-1592
角田市角田字大坊４１

宮城県岩沼市建設部建築住宅課

住所
〒989-2480
宮城県岩沼市桜一丁目6番20号

午前8時30～午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
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宮城県
窓口名

連絡先 0228-22-1153（内線：531～533)

FAX 0228-22-0313

URL http://www.kuriharacity.jp/ E-mail jutaku@kuriharacity.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0225-82-1111（内線：1117)

FAX 0225-82-1328

URL
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kakuka/shiminsei
katu/01.html

E-mail
shohi01@city.higashimatsushima.
miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0225-82-1111（内線：2201～
2205)

FAX 0225-87-3119

URL
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/26,0,
130,html

E-mail
kenchiku@city.higashimatsushim
a.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0229-23-8057

FAX 0229-24-1819

URL
http://www.city.osaki.miyagi.jp/people/kurashi/jutaku/jutaku0
2/02.html#jutaku07

E-mail kenchiku@city.osaki.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-358-0527

FAX 022-358-2357

URL http://www.tomiya-city.miyagi.jp/ E-mail
toshikeikaku@tomiya-
city.miyagi.jp

相談日時

備考

栗原市建設部建築住宅課

住所
〒987-2293
宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号

午前８時３０分～午後５時１５分 （土曜、日曜及び祝祭日を除く）

宮城県東松島市市民生活部市民生活課(消費生活相談窓口)

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

大崎市建設部建築住宅課住宅計画係

住所
〒989-6188
宮城県大崎市古川七日町１－１

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜・祝祭日等は除きます。）

住所
〒981-0503
宮城県東松島市矢本字上河戸36-1

午前９時～午後３時（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

消費生活相談は午前９時～午後３時までです。

東松島市建設部建築住宅課建築係

住所
〒981-0303
宮城県東松島市小野字新宮前5

●内容により、適切な相談窓口・お問合せ先をご案内いたします。

富谷市建設部都市計画課

住所
〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田３０番地

午前８時３０分～午後５時３０分（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

戸建木造住宅の耐震化に併せたリフォームに関する窓口
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宮城県
窓口名

連絡先 0224-33-2214（内線：268)

FAX 0224-33-3297

URL http://www.town.zao.miyagi.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0224-37-2115（内線：151)

FAX 0224-37-2577

URL http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/ E-mail
shichi13@town.shichikashuku.miy
agi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0224-53-2445（内線：321・322)

FAX 0224-53-3818

URL https://www.town.ogawara.miyagi.jp/ E-mail kenjuu@town.ogawra.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0224-83-2111（内線：514)

FAX

URL http://www.town.murata.miyagi.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0224-55-2121

FAX 0224-55-4172

URL http://www.town.shibata.miyagi.jp E-mail
construction@town.shibata.miyag
i.jp

相談日時

備考

蔵王町建設課

住所
〒989-0892
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

月曜日から金曜日まで（祝祭日、年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分まで

戸建て木造住宅の耐震化補助
ブロック塀除却補助

宮城県　七ヶ宿町　農林建設課　土木係

月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く）
午前８時３０分から午後５時１５分まで

・木造戸建て住宅の耐震化に関すること
・危険ブロック塀の除却に関すること

村田町建設課

住所
〒989-1392
宮城県柴田郡村田町大字村田字迫６番地

月曜日から金曜日まで（祝祭日、年末年始を除く）
午前8時30分から午後5時15分まで

住所
〒989-0592
宮城県刈田郡七ヶ宿町字関１２６

午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝祭日、年末年始を除く）

大河原町　地域整備課　建築住宅係

住所
〒989-1295
宮城県柴田郡大河原町字新南１９

木造戸建て住宅耐震化に関する窓口

柴田町　都市建設課　建築住宅班

住所
〒989-1692
宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3-45

月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く）
午前8時30分から午後5時15分まで

・建築物の耐震化に関すること
・耐震改修工事に関すること
・ブロック塀等の倒壊防止対策に関すること
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宮城県
窓口名

連絡先 0224-84-2306（内線：1265)

FAX 0224-84-5619

URL http://www.town.kawasaki.miyagi.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0224-72-3032

FAX 0224-72-3042

URL E-mail ken-jyu@town.marumori.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0223-34-1113（内線：112)

FAX 0223-34-6178

URL http://www.town.watari.miyagi.jp E-mail kankyo1@town.watari.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-354-5715

FAX 022-353-2041

URL http://www.town.matsushima.miyagi.jp/ E-mail info@town.matsushima.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-357-7441（内線：251～7)

FAX 022-357-5744

URL E-mail kensetu@shichigahama.com

相談日時

備考

川崎町建設水道課

住所
〒989-1592
宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１７５番地１

午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝祭日、年末年始除く）

木造戸建て住宅耐震化に関する窓口

丸森町　建設課　建築住宅班

月～金 (祝日を除く)　９：００～１５：４５

住宅リフォーム工事等の消費生活相談に関する窓口。内容により、適切な相談窓口・お問い合わせ先をご
案内いたします。

宮城県松島町建設課

住所
〒981-0215
宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19-1

午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜・祝祭日等は除く）

住所
〒981-2192
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋１２０番地

８：３０～１７：１５　（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

建築全般に係る事項や耐震診断・改修に関する窓口

宮城県亘理町役場町民生活課

住所
〒989-2393
宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地

七ヶ浜町役場　建設課

住所
〒985-8577
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1

午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）
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宮城県
窓口名

連絡先 022-767-2342（内線：2636)

FAX 022-767-2106

URL E-mail seibi@rifu-cho.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-767-2120（内線：2234)

FAX 022-767-2191

URL E-mail kanko@rifu-cho.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-345-1111

FAX 022-345-4852

URL http://www.town.taiwa.miyagi.jp E-mail info@town.taiwa.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-359-5508

FAX 022-359-3287

URL E-mail
kensetsu@town.miyagi-
osato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 022-341-8515

FAX 022-345-4853

URL http://www.village.ohira.miyagi.jp/ E-mail kensetsu@village.ohira.miyagi.jp

相談日時

備考

宮城県利府町都市整備課

住所
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松４番地

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜・日曜・祝祭日等を除く）

住宅の耐震化に関する窓口

宮城県利府町産業振興課（消費生活相談窓口）

開庁時

宮城県大郷町地域整備課

住所
〒981-3592
宮城県黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8

平日（月曜日～金曜日）午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松４番地

毎週火、金曜日
午前９時から午後５時１５分まで（土、日曜日、祝日、年末年始を除く）

住宅リフォーム工事等の消費生活相談に関する窓口

大和町役場総務課

住所
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1

大衡村都市建設課

住所
〒981-3692
宮城県黒川郡大衡村大衡字平林６２

午前８時３０分から午後５時１５分まで
（土曜，日曜，祝祭日，年末年始を除く）

木造戸建て住宅の耐震化等に関する窓口

6

http://www.town.taiwa.miyagi.jp/
http://www.village.ohira.miyagi.jp/


宮城県
窓口名

連絡先 0229-63-3116

FAX 0229-63-3398

URL http://www.town.kami.miyagi.jp/ E-mail kensetu@town.kami.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0229-43-2129（内線：611～612)

FAX 0229-43-2144

URL http://www.town.wakuya.miyagi.jp E-mail
gr-
kensetsu@town.wakuya.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0229-33-2143（内線：1514)

FAX 0229-33-2145

URL http://www.town.misato.miyagi.jp/ E-mail kensetu@town.misato.miyagi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0225-54-3131（内線：171)

FAX 0225-53-5482

URL http://www.town.onagawa.miyagi.jp/ E-mail shien2@town.onagawa.lg.jp

相談日時

備考

宮城県加美町役場　建設課　建築係

住所
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番５番地

午前８時３０分より午後５時１５分まで（土日、祝日、年末年始を除きます）

住宅や建築物のリフォーム、耐震診断・改修、その他建築全般に関する相談窓口

涌谷町建設課

木造戸建て住宅の耐震化等に関する窓口

8:30～17:15
（土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く）

女川町町民生活課

住所
〒986-2265
宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒987-0192
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153-2

午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く）

木造戸建て住宅の耐震化等に関する窓口

宮城県美里町建設課

住所
〒987-8602
宮城県遠田郡美里町北浦字駒米１３
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	04宮城県

