
静岡県
窓口名

連絡先 054-221-3084

FAX 054-221-3083

URL http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-310a/garden/ E-mail sumai@pref.shizuoka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 054-221-1124

FAX 054-221-1135

URL http://www.city.shizuoka.jp/630_000148.html E-mail
kenchikushidou@city.shizuoka.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 053-457-2471

FAX 050-3730-5234

URL https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ E-mail
kensido@city.hamamatsu.shizuok
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 055-934-4885（内線：2548)

FAX 055-933-1412

URL http://www.city.numazu.shizuoka.jp E-mail mati-sido@city.numazu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0557-86-6424

FAX 0557-86-6416

URL http://www.city.atami.shizuoka.jp/ E-mail jutaku@city.atami.shizuoka.jp

相談日時

備考

静岡県くらし・環境部住まいづくり課

住所
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9-6

受付時間　午前８時３０分～１２時００分／午後１時～５時１５分（土・日・祝日は受付を行っておりません）

静岡市都市局建築部建築指導課

受付時間午前8時30分～12時00分/午後1時00分～5時15分(土・日・祝日は受付を行っておりません）

市民の方からの建築に関する相談を承ります。

沼津市都市計画部まちづくり指導課

住所
〒410-8601
沼津市御幸町１６番１号

受付時間午前8:30～12:00午後1:00～5:15（土・日・祝日受付を行っておりません）

住所
〒420-8602
静岡市葵区追手町5-1

受付時間　午前８時３０分～１２時００分／午後１時～５時１５分（土・日・祝日は受付を行っておりません）

市民の方からの、住宅の耐震対策等の相談を承ります。

浜松市　都市整備部　建築行政課

住所
〒430-8652
浜松市中区元城町１０３－２

市民の方からのリフォーム、耐震化等建築に関する相談を承ります。

熱海市観光建設部まちづくり課住宅室

住所
〒413-8550
熱海市中央町１番１号

受付時間　午前８時３０分～１２時００分／午後１時～５時１５分（土・日・祝日は受付を行っておりません）
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静岡県
窓口名

連絡先 055-983-2750

FAX 055-973-6722

URL http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ E-mail
jyuutaku@city.mishima.shizuoka.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0544-22-1229（内線：2541、2546
～2547)

FAX 0544-22-1208

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0557-32-1763

FAX 0557-36-0320

URL http://www.city.ito.shizuoka.jp/ E-mail kenchiku@city.ito.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0547-36-7184（内線：6411)

FAX 0547-36-7514

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0545-55-2814（内線：2701)

FAX 0545-57-2828

URL http://www.city.fuji.shizuoka.jp/ E-mail
to-
juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

相談日時

備考

三島市 計画まちづくり部 住宅政策課 三島住まい推進室

住所
〒411-8666
三島市北田町４番４７号

受付時間　午前８時３０分～１２時００分／午後１時～５時１５分（土・日・祝日は受付を行っておりません）

市民の方からのリフォーム、耐震補強工事等の相談を承ります。

富士宮市都市整備部建築住宅課

受付時間　午前8時30分～12時／午後1時～5時15分（土・日・祝日は受付を行っておりません）

市民の方からの耐震対策等建築・リフォームに関する相談を承ります。

島田市都市基盤部建築住宅課

住所
〒427-8501
静岡県島田市中央町1番1

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日及び閉庁日は相談等を行っておりません。）

住所
〒418-8601
富士宮市弓沢町150番地

受付時間午前8時30分～12時/午後1時～5時15分（土・日・祝日は受付を行っておりません。）

市民の方からのリフォーム、耐震対策等建築に関する相談を承ります。

伊東市建設部建築住宅課

住所
〒414-8555
静岡県伊東市大原二丁目１番１号

市民の方からのリフォーム、耐震対策等建築に関する相談等を承ります

富士市都市整備部住宅政策課

住所
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地

受付時間：午前８時３０分～１２時/午後１時～５時１５分（土・日・祝日及び閉庁日を除く）

市民からのリフォームや耐震対策などの住宅相談について問合せ先を紹介します。
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静岡県
窓口名

連絡先 0538-37-4899

FAX 0538-33-2050

URL http://www.city.iwata.shizuoka.jp/ E-mail kenchiku-jutaku@city.iwata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 054-626-2169

FAX 054-626-2184

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0537-21-1152

FAX

URL https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp E-mail
tosiseisaku@city.kakegawa.shizu
oka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 054-643-3481

FAX 054-643-3280

URL https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ E-mail kenchiku@city.fujieda.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0550-82-4224（内線：2221~2223)

FAX 0550-70-1030

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

相談日時

備考

磐田市建設部建築住宅課

住所
〒438-8650
静岡県磐田市国府台３－１

午前８：３０～午後５：１５（土、日、祝祭日及び閉庁日は除く）

住宅のリフォーム、耐震対策などの建築に関する相談を承ります。

焼津市都市政策部建築指導課

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜　日曜　祝日除く)

建築に関する相談等を承ります。

藤枝市都市建設部建築住宅課

住所
〒426-8722
藤枝市岡出山１－１１－１

庁舎開庁日の8時30分から17時15分まで（昼休み時間除く）

住所
〒425-8502
静岡県焼津市本町2丁目16番32号

午前8時30分～12時／午後1時～午後5時15分（土、日曜日、祝日及び閉庁日は除く。）

・市民の方からのリフォーム、耐震対策等建築に関する相談等を承ります。
・毎月第二火曜日午後1時～3時30分まで、市内建築士による「建築なんでも相談」でも建築全般の相談を承
ります。※要予約：市民相談室　054-626-1133

掛川市都市政策課

住所
〒436-8650
静岡県掛川市長谷一丁目１－１

御殿場市都市建設部建築住宅課

住所
〒412-8601
御殿場市萩原４８３番地

受付時間：午前８時３０分～１２時００分まで／午後１時００分～５時１５分（土曜、日曜、祝日は受付を行いま
せん。）
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静岡県
窓口名

連絡先 0538-44-3123（内線：318)

FAX 0538-44-3145

URL http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp E-mail toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0558-22-3914（内線：353)

FAX 0558-22-3910

URL http://www.city.shimoda.shizuoka.jp E-mail sangyou@city.shimoda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 055-995-1856

FAX 055-994-0272

URL http://www.city.susono.shizuoka.jp E-mail kenchiku@city.susono.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 053-576-4549

FAX 053-576-1897

URL
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kenchikujuta
kuka/index.html

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0558-83-5206

FAX 0558-83-5497

URL http://www.city.izu.shizuoka.jp/ E-mail tosikei@city.izu.shizuoka.jp

相談日時

備考

袋井市都市建設部都市計画課

住所
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日及び閉庁日は除く。）

下田市産業振興課

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日・祝日は受付を行っておりません）

・耐震対策等、建築および住まいに関する相談等を承ります。
・3世代同居のためのリフォームのみ、産業振興課(tel：055-995-1857）で相談を承ります。

湖西市役所都市整備部建築住宅課

住所
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268

８：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く）

住所
〒415-8501
静岡県下田市東本郷１－５－１８

８：３０～１７：１５（土日、祝祭日及び閉庁日を除く）

裾野市建設部まちづくり課

住所
〒410-1192
裾野市佐野１０５９番地

伊豆市　建設部　都市計画課

住所
〒410-2592
静岡県伊豆市八幡500-1

午前８時３０分～午後５時１５分　（土・日・祝日は受付を行っておりません。）
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静岡県
窓口名

連絡先 0537-29-8732

FAX 0537-85-1145

URL
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsud
uki/sumaitochi/sumai/reform.html

E-mail toshi@city.omaezaki.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0537-35-0957（内線：1553・1554)

FAX 0537-35-2115

URL http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp E-mail
toshikei@city.kikugawa.shizuoka.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 055-948-2909

FAX 055-948-1468

URL http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp E-mail tosikei@city.izunokuni.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0548-53-2633

FAX 0548-52-3772

URL http://www.city.makinohara.shizuoka.jp E-mail
toshikeikaku@city.makinohara.shi
zuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0557-95-6303

FAX 0557-95-0122

URL http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/ E-mail kensetsu@town.higashiizu.lg.jp

相談日時

備考

御前崎市建設経済部都市政策課

住所
〒437-1692
御前崎市池新田５５８５

８：１５～１７：００(土曜・日曜・祝日及び閉庁日は除く）

菊川市建設経済部都市計画課

月曜日から金曜日（祝日を除く）
８時３０分から１７時１５分まで

牧之原市建設部都市住宅課

住所
〒421-0592
牧之原市相良２７５

受付時間　午前８：１５～１２：００　午後１：００～５：００（土・日・祝日・閉庁日は除く）

住所
〒439-8650
菊川市堀之内６１番地

８：１５～１７：００（土・日・祝日を除く）

伊豆の国市都市整備部都市計画課

住所
〒410-2292
静岡県伊豆の国市長岡３４０－１

東伊豆町建設整備課

住所
〒413-0411
賀茂郡東伊豆町稲取３３５４

月曜日から金曜日（祝日及び閉庁日を除く）
８時３０分～１７時１５分
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静岡県
窓口名

連絡先 0558-34-1952

FAX 0558-34-1404

URL http://www.town.kawazu.shizuoka.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0558-62-6277

FAX 0558-63-0018

URL http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp E-mail
tseibi@town.minamiizu.shizuoka.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0558-42-3964

FAX 0558-42-3183

URL http://www.town.matsuzaki.lg.jp E-mail kankou@town.matsuzaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0558-52-1966

FAX 0558-52-1202

URL http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp E-mail kikaku@town.nishiizu.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 055-979-8117

FAX 055-979-8146

URL https://www.town.kannami.shizuoka.jp/ E-mail
toshikei@town.kannami.shizuoka.j
p

相談日時

備考

河津町建設課

住所
〒413-0595
賀茂郡河津町田中２１２－２

土日祝祭日除く、８：１５～１７：００まで

南伊豆町地域整備課

月曜日から金曜日の午前８時１５分から午後５時まで
（祝日を除く）

西伊豆町　まちづくり課

住所
〒410-3514
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科４０１－１

午前8時30分～12時／午後1時～5時00分（土、日曜日、祝日及び閉庁日は除く）

住所
〒415-0392
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂３１５－１

8時30分～17時15分（土日、祝祭日及び閉庁日を除く）

松崎町役場企画観光課

住所
〒410-3696
静岡県賀茂郡松崎町宮内３０１－１

函南町　建設経済部　都市計画課

住所
〒419-0192
田方郡函南町平井717-13

午前８時30分から午後５時15分まで（土・日・祝日及び閉庁日を除く）
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静岡県
窓口名

連絡先 055-981-8225

FAX 055-973-1809

URL http://www.town.shimizu.shizuoka.jp E-mail
keikakushidou@town.shizuoka-
shimizu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 055-989-5520（内線：315)

FAX 055-986-5905

URL http://www.town.nagaizumi.lg.jp E-mail keikaku@town.nagaizumi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0550-76-6137

FAX 0550-76-2795

URL http://www.fuji-oyama.jp E-mail toshi@fuji-oyama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0548-33-2161

FAX 0548-33-0362

URL http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/3042.htm E-mail toshi@town.yoshida.shizuoka.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0547-56-2227

FAX 0547-56-1117

URL http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/ E-mail kensetsu@town.kawanehon.lg.jp

相談日時

備考

清水町都市計画課

住所
〒411-8650
静岡県駿東郡清水町堂庭２１０番地の１

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は受付を行っていません）

リフォームを行う前の注意事項、耐震補強、生じてしまったリフォーム紛争について、相談窓口を紹介いたし
ます。

長泉町都市環境部門建設計画課

受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日は受付を行っていません。）

町民からのリフォームや耐震対策などの住宅相談について問合せ先を紹介します。

静岡県榛原郡吉田町役場　都市環境課

住所
〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉８７番地

８：１５～１２：００　１３：００～１７：００（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

住所
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩８２８

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分まで（土・日・祝日は受付を行いません）

小山町都市基盤部都市整備課

住所
〒410-1395
小山町藤曲５７－２

川根本町　建設課　建設事業室

住所
〒428-0313
静岡県榛原郡川根本町上長尾627番地

午前8時15分～午後5時00分（土、日、祝日及び閉庁日は除く）
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http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/
http://www.town.nagaizumi.lg.jp/
http://www.fuji-oyama.jp/
http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/3042.htm
http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/


静岡県
窓口名

連絡先 0538-85-6321

FAX 0538-85-4419

URL https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/ E-mail teijyu@town.shizuoka-mori.lg.jp

相談日時

備考

森町役場　定住推進課

住所
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1

８：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く）
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https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/
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