
三重県
窓口名

連絡先 059-224-2752

FAX 059-224-3147

URL http://www.pref.mie.lg.jp/jutaku/hp/ E-mail kenchiku@pref.mie.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-226-0109

FAX 059-225-4281

URL http://www.mie-kenchikushikai.or.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-224-2720

FAX 059-224-3147

URL http://www.pref.mie.lg.jp/jutaku/hp/ E-mail jutaku@pref.mie.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-226-4416

FAX 059-224-9297

URL http://www.sekkei-mie.jp E-mail info@sekkei-mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-229-3187

FAX 059-229-3336

URL
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000009275
/index.html

E-mail 229-3185@city.tsu.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒514-0003
三重県津市桜橋２丁目１７７－２　三重県建設産業会館　３階

月～金９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
（土曜、日曜、祝日、夏季休暇、１２／２８～１／５は受付を行いません）

三重県　県土整備部住宅政策課　住まい支援班

住所
〒514-8570
三重県津市広明町１３番地

三重県　県土整備部建築開発課　建築安全班

住所
〒514-8570
三重県津市広明町１３番地

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）

一般社団法人　三重県建築士会

相談については、申込書を提出してください。

津市　都市計画部　建築指導課

住所
〒514-8611
三重県津市西丸之内２３番１号

受付時間　午前８時３０分 ～ 午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は受付を行いません）

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）

一般社団法人三重県建築士事務所協会

住所
〒514-0037
三重県津市東古河町８番１７号　システックビル４階

相談員は常駐しておりませんので、まずお電話にてお問い合わせください。
受付時間　９：３０～１２：００、１３：００～１６：３０
（土曜、日曜、祝日、夏期休暇、１２／２９～１／５は受付を行いません）
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三重県
窓口名

連絡先 059-354-8207

FAX 059-354-8404

URL http://www.city.yokkaichi.mie.jp/ E-mail
kenchikushidou@city.yokkaichi.mi
e.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0596-21-5596

FAX 0596-21-5585

URL https://www.city.ise.mie.jp/ E-mail jutaku@city.ise.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0598-53-4156

FAX 0598-26-9118

URL http://www.city.matsusaka.mie.jp E-mail kenka.div@city.matsusaka.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0594-24-1295

FAX 0594-23-4116

URL http://www.city.kuwana.lg.jp/ E-mail tosiseim@city.kuwana.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-382-9048

FAX 059-384-3938

URL http://www.city.suzuka.lg.jp/ E-mail kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒516-8601
伊勢市岩渕1丁目7-29

受付時間　午前8時30分～午後5時15分
（土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は受付を行いません）

松阪市　建設部　建築開発課　審査係

住所
〒515-8515
三重県松阪市殿町１３４０－１

四日市市　都市整備部　建築指導課　建築安全係

住所
〒510-8601
三重県四日市市諏訪町１番５号

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）

伊勢市　都市整備部　住宅政策課

鈴鹿市　都市整備部　建築指導課

住所
〒513-8701
三重県鈴鹿市神戸一丁目18-18

受付時間　午前８時３０分 ～ 午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は受付を行いません）

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）

桑名市　都市整備部　都市整備課

住所
〒511-8601
三重県桑名市中央町二丁目３７番地

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）
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三重県
窓口名

連絡先 0595-63-7740

FAX 0595-63-4677

URL http://www.city.nabari.lg.jp/ E-mail eizen@city.nabari.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0597-23-8243

FAX 0597-23-3266

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0595-84-5038

FAX 0595-82-9669

URL http://www.city.kameyama.mie.jp/ E-mail sumai@city.kameyama.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0599-25-1172（内線：233)

FAX 0599-25-5241

URL https://www.city.toba.mie.jp/ E-mail kenchiku@city.toba.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0595-22-9732

FAX 0595-22-9734

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

相談日時

備考

住所
〒519-3696
尾鷲市中央町１０－４３

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜日、日曜日、祝日、１２/２９～１/３は受付を行いません）

亀山市　建設部　建築住宅課　住まい推進Ｇ

住所
〒519-0195
亀山市本丸町５７７番地

名張市　都市整備部　営繕住宅室

住所
〒518-0492
三重県名張市鴻之台１－１

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜日、日曜日、祝祭日、１２月２９日から１月３日は受付を行いません）

尾鷲市　建設課

伊賀市建設部建築課

住所
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分　（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません。）

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません。）

鳥羽市　建設課　まちづくり整備室

住所
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽三丁目1－1

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）
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三重県
窓口名

連絡先 0567-68-6106

FAX 0567-68-3792

URL http://www.town.kisosaki.lg.jp E-mail kensetsu@town.kisosaki.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0594-86-2809

FAX 0594-86-2852

URL http://www.town.toin.lg.jp/ E-mail kensetu@town.toin.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-377-5658（内線：２１２)

FAX 059-377-4543

URL http://www.town.asahi.mie.jp/ E-mail sanken@town.asahi.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 059-366-7117（内線：332)

FAX 059-364-2568

URL https://www.town.kawagoe.mie.jp/ E-mail k-sanken@town.kawagoe.mie.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0598-38-1116（内線：261)

FAX 0598-38-1140

URL http://www.town.taki.mie.jp E-mail kensetsu@town.mie-taki.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒511-0295
三重県員弁郡東員町大字山田1600番地

平日　午前８時１５分〜午後５時

耐震補強事業、空き家総合支援事業に関する相談を受け付けます。

朝日町産業建設課

住所
〒510-8522
三重郡朝日町大字小向８９３

木曽岬町建設課

住所
〒498-8503
桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分　（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません。）
3

東員町　建設課

多気町　建設課

住所
〒519-2181
三重県多気郡多気町相可１６００

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません）

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分　（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません。）

川越町　産業建設課

住所
〒510-8588
三重県三重郡川越町豊田一色２８０

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は除く）
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三重県
窓口名

連絡先 0596-52-7117

FAX 0596-52-7137

URL https://www.town.meiwa.mie.jp E-mail seikatu@town.mie-meiwa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0598-82-3788（内線：152)

FAX 0598-82-2565

URL http://www.odaitown.jp/ E-mail odai-ken@odaitown.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0596-62-2420

FAX 0596-62-1138

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0599-66-1704

FAX 0599-66-1904

URL https://www.town.minamiise.lg.jp E-mail bousai@town.minamiise.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0597-46-3120

FAX 0597-47-5904

URL http://www.town.mie-kihoku.lg.jp/ E-mail kensetsu@town.mie-kihoku.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750

平日　９：００～１６：３０

度会町　建設水道課

住所
〒516-2195
三重県度会郡度会町棚橋1215-1

明和町　生活環境課

住所
〒515-0332
三重県多気郡明和町馬之上９４５

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は除く。）

空家対策支援事業、木造住宅耐震診断等事業に関する相談を受け付けます。

建設課

木造住宅耐震診断、改修等に関する相談を受け付けます。

紀北町建設課

住所
〒519-3292
北牟婁郡紀北町東長島７６９番地１

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１/３は受付を行いません）

受付時間　午前８時３０分 ～ 午後５時
（土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は受付を行いません）

南伊勢町　防災安全課

住所
〒516-0194
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３０５７

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません)
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三重県
窓口名

連絡先 05979-3-0521

FAX 05979-2-3502

URL https://www.town.mihama.mie.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0735-33-0335（内線：223)

FAX 0735-32-1244

URL https://www.town.kiho.lg.jp/ E-mail bosai@town.kiho.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は受付を行いません）

御浜町　建設課

住所
〒519-5292
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1

平日　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜、日曜、祝日、１２／２９～１／３は受付を行いません。）

耐震診断・耐震補強に関する相談を受け付けます。
メールでの問い合わせは、問い合わせフォームからお願いします。

紀宝町　総務課　防災対策室
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