
石川県
窓口名

連絡先 076-262-6543

FAX 076-260-8475

URL http://ikjc.jp/ E-mail info@ikjc.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-255-2120

FAX 076-255-2397

URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shohicenter/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-244-2241

FAX 076-243-4821

URL http://www2.odn.ne.jp/~aaw76880/ E-mail ishikawashikai1@max.odn.ne.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-244-5152

FAX 076-244-8472

URL http://www.ishi-kjk.com/ E-mail ishikyokai@ishi-kjk.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-225-1777

FAX 076-225-1779

URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/ E-mail kenjuu@pref.ishikawa.jp

相談日時

備考

住所
〒920-0968
石川県金沢市幸町12-1 石川県幸町庁舎3階

平日　９時～１７時　土曜日　９時～１２時３０分（日曜、祝日、年末年始を除く）

（一社）石川県建築士会

住所
〒921-8036
石川県金沢市弥生２－１－２３　石川県建設総合センター内

（一財）石川県建築住宅センター

住所
〒920-0968
石川県金沢市幸町１２－１　石川県幸町庁舎2階

平日　８時３０分～１７時

石川県消費生活支援センター

石川県土木部建築住宅課

住所
〒920-8580
石川県金沢市鞍月１－１

平日　９時～１７時１５分

平日　９時～１７時

（一社）石川県建築士事務所協会

住所
〒921-8036
石川県金沢市弥生２－１ー２３　 石川県建設総合センター5階

平日　９時～１７時
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石川県
窓口名

連絡先 076-266-2860

FAX 076-266-2864

URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/rihabiri/ E-mail iprc@pref.ishikawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-275-7494

FAX 076-275-7404

URL http://npo-barrierfree.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-220-2059

FAX 076-220-2134

URL
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/sangyo_business/kenchiku/1
4056.html

E-mail kenchiku@city.kanazawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0767-53-8429

FAX 0767-52-9288

URL http://www.city.nanao.lg.jp/ E-mail toshikenchiku@city.nanao.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0767-53-1112

FAX 0767-54-8117

URL http://www.city.nanao.lg.jp/ E-mail danjo@city.nanao.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒924-0023
石川県白山市成町７１２－３

平日　１０時～１７時

バリアフリー住宅改修専用の相談窓口

金沢市都市整備局建築指導課

住所
〒920-8577
金沢市広坂１－１－１

石川県リハビリテーションセンター（ほっとあんしんの家）

住所
〒920-0353
石川県金沢市赤土町ニ１３−１

平日９時～１７時

バリアフリー住宅改修専用の相談窓口
※改修の相談は予約が必要
・バリアフリー体験住宅「ほっとあんしんの家」の見学は祝日、年末年始を除いて自由にできる
・リハビリテーション専門職による専門相談が必要な場合は予約が必要

NPO法人　バリアフリー総合研究所

木造住宅耐震相談に関すること
空き家の解体に関すること

七尾市消費生活センター

住所
〒926-8611
石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

平日　8:30～17:15

リフォームの契約に関すること

年末年始、祝祭日及び土日を除く全日（9:00～17:45）

耐震改修工事費等補助金制度の相談窓口

七尾市建設部都市建築課

住所
〒926-8611
石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

平日 8:30～17:15
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石川県
窓口名

連絡先 0761-24-8106

FAX 0761-23-6403

URL http://www.city.komatsu.lg.jp/kenchikujuutaku/ E-mail k-shidohka@city.komatsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0768-23-1156

FAX 0768-23-1198

URL E-mail toshi@city.wajima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0768-23-1161

FAX 0768-23-1196

URL E-mail fukushi@city.wajima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0768-82-7756（内線：236)

FAX 0768-82-0626

URL E-mail kensetu@city.suzu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0761-72-7935

FAX 0761-72-7212

URL http://www.city.kaga.ishikawa.jp/ E-mail kenchikushidou@city.kaga.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒928-8525
輪島市二ツ屋町２字２９番地

月～金　　９時～１７時

木造住宅耐震相談、修景助成

輪島市役所福祉環境部福祉課

住所
〒928-8525
石川県輪島市二ツ屋町2字29番地

小松市都市創造部建築住宅課

住所
〒923-8650
小松市小馬出町91番地

平日　9時～17時

木造住宅耐震相談に関すること

輪島市役所建設部都市整備課

加賀市建設部建築課建築指導室

住所
〒922-8622
石川県加賀市大聖寺南町ニ４１番地

平日８時３０分～１７時１５分

随時

在宅支援型住宅リフォーム推進事業

珠洲市役所　環境建設課　建築住宅係

住所
〒927-1295
石川県珠洲市上戸町北方1-6-2

月曜日～金曜日
午前8時30分～午後5時15分
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石川県
窓口名

連絡先 0767-22-9645（内線：240)

FAX 0767-22-4484

URL https://www.city.hakui.lg.jp/ E-mail post@city.hakui.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-283-7104

FAX 076-283-7108

URL https://www.city.kahoku.lg.jp/www/ E-mail toshiken@city.kahoku.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-274-9561（内線：3264)

FAX 076-274-4188

URL https://www.city.hakusan.lg.jp/ E-mail
kenchikujyuutaku@city.hakusan.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0761-58-2251

FAX 0761-58-2298

URL http://www.city.nomi.ishikawa.jp/ E-mail machiseibi@city.nomi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0761-58-2230

FAX 0761-58-2294

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒929-1195
かほく市宇野気ニ８１番地

平日８時３０分～１７時１５分

白山市建設部建築住宅課

住所
〒924-8688
白山市倉光２丁目１

羽咋市産業建設部地域整備課

住所
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地

平日　８時３０分～１７時１５分

かほく市産業建設部都市建設課

能美市健康福祉部福祉課

住所
〒923-1297
能美市来丸町1110番地

平日　９時～１７時

平日　９時００分～１７時００分

能美市土木部まち整備課

住所
〒923-1198
能美市寺井町た３５番地

平日　９時～１７時
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石川県
窓口名

連絡先 076-227-6087

FAX 076-227-6253

URL https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/ E-mail kenchiku@city.nonoichi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-277-1108

FAX 076-277-1748

URL
http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/gyosei1/doboku/entry-
105.html

E-mail doboku-ka@town.kawakita.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-288-6703

FAX 076-288-6470

URL E-mail toshikensetsu@town.tsubata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 076-286-6710

FAX 076-286-6709

URL https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/toshi/1721.html E-mail toshi@town.uchinada.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0767-32-1111（内線：213)

FAX 0767-32-3978

URL https://www.town.shika.lg.jp/ E-mail machiseibi@town.shika.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒923-1295
能美郡川北町字壱ツ屋174番地

平日　８時３０分～１７時１５分

津幡町　産業建設部都市建設課

住所
〒929-0393
石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地

野々市市建設部建築住宅課

住所
〒921-8510
野々市市三納一丁目１番地

平日　８時３０分～１７時１５分

能美郡川北町土木課

木造住宅の耐震改修に関すること

志賀町まち整備課

住所
〒925-0198
石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1

平日8:30～17:00

木造建築物耐震化に関すること

午前８時半～午後５時１５分

住宅耐震改修について

内灘町都市整備部都市建設課

住所
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学１丁目２番地１

平日　８時３０分～１７時１５分
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石川県
窓口名

連絡先 0767-29-8160

FAX 0767-29-4251

URL http://www.hodatsushimizu.jp/ E-mail seibi@town.hodatsushimizu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0767-28-5505

FAX 0767-28-5569

URL http://www.hodatsushimizu.jp/ E-mail
fukushi@town.hodatsushimizu.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0767-72-3920

FAX 0767-72-3929

URL http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/ E-mail
dobokukensetsu@town.nakanoto.i
shikawa.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0768-52-3680

FAX 0768-52-2079

URL E-mail koumu@town.anamizu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0768-62-8523

FAX 0768-62-8500

URL E-mail kensetsu@town.noto.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ１１番地

平日８時３０分～１７時１５分

自立支援型住宅リフォーム推進事業に関すること

土木建設課

住所
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地

宝達志水町地域整備課

住所
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ１８番地１

平日８時３０分～１７時１５分

木造住宅の耐震化に関すること

宝達志水町健康福祉課

能登町役場建設水道課

住所
〒927-0492
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

平日８：３０～１７：１５

平日　午前8時30分から午後5時15分

木造建築物耐震化

穴水町地域整備課

住所
〒927-8601
石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの１７４番地

平日　８時３０分～１７時００分
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	17石川県

