
島根県
窓口名

連絡先 0852-22-5222

FAX 0852-22-5218

URL http://www.pref.shimane.lg.jp/kenchikujuutaku/ E-mail
juutaku-
kikaku@pref.shimane.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0852-32-5757

FAX 0852-32-5868

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0854-42-9591

FAX 0854-42-9649

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0853-30-5660

FAX 0853-30-5671

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0855-72-9608

FAX 0855-72-9592

URL E-mail

相談日時

備考

島根県土木部建築住宅課住宅企画グループ

住所
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで

島根県松江県土整備事務所建築部建築課

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで

島根県出雲県土整備事務所建築部建築課

住所
〒693-8511
島根県出雲市大津町1139

月曜日～金曜日（年末年始、祝日は除く）８：３０～１７：１５まで

住所
〒690-0011
島根県松江市東津田町1741-1

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで

島根県雲南県土整備事務所建築部建築課

住所
〒699-1396
島根県雲南市木次町里方531-1

島根県県央県土整備事務所建築部建築課

住所
〒696-8510
島根県邑智郡川本町川本265-3

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで
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http://www.pref.shimane.lg.jp/kenchikujuutaku/


島根県
窓口名

連絡先 0855-29-5668

FAX 0855-29-5578

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0856-31-9660

FAX 0856-31-9609

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 08512-2-9728

FAX 08512-2-9626

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0852-26-4577

FAX 0852-25-9581

URL https://www.shimane-bhc.or.jp/ E-mail info@shimane-bhc.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0852-55-5346

FAX 0852-55-5552

URL E-mail akiya@city.matsue.lg.jp

相談日時

備考

島根県浜田県土整備事務所建築部建築課

住所
〒697-0041
島根県浜田市片庭町254

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで

島根県益田県土整備事務所建築部建築課

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで

一般財団法人島根県建築住宅センター

住所
〒690-0842
島根県松江市東本町二丁目60番地　すままちプラザ２階

月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）8:30～17:15

住所
〒698-0007
島根県益田市昭和町13-1

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）８：３０～１７：１５まで

島根県隠岐支庁県土整備局建築部建築課

住所
〒685-8601
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

松江市　都市整備部　建築住宅課

住所
〒690-8540
島根県松江市末次町86

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）
９：００～１７：１５
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https://www.shimane-bhc.or.jp/


島根県
窓口名

連絡先 0855-25-9632

FAX 0855-23-0900

URL E-mail kenchiku@city.hamada.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0853-21-6720

FAX 0853-21-6594

URL E-mail kenchiku@city.izumo.shimane.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0856-31-0668

FAX 0856-31-0005

URL E-mail kenchiku@city.masuda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0854-83-8105（内線：1331)

FAX 0854-82-1722

URL http://www.city.oda.lg.jp/ E-mail o-kentiku@city.oda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0854-23-3325

FAX 0854-23-3381

URL E-mail kenchiku@city.yasugi.shimane.jp

相談日時

備考

浜田市都市建設部建築住宅課

住所
〒697-8501
浜田市殿町１番地

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

出雲市都市建設部建築住宅課

月曜日〜金曜日（年末年始、祝日は除く）8時30分〜17時15分

大田市建設部建築営繕課建築指導係

住所
〒694-0064
島根県大田市大田町大田ロ１１１１

月曜日～金曜日（年末年始、祝日は除く）８時３０分～１７時１５分

住所
〒693-8530
島根県出雲市今市町７０番地

月曜日～金曜日（年末年始、祝日は除く）
８時３０分～１７時１５分

益田市建設部建築課

住所
〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号

安来市建設部建築住宅課

住所
〒692-0207
安来市伯太町東母里580番地

月曜日～金曜日（年末年始、祝日は除く）
８時３０分～１７時００分
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http://www.city.oda.lg.jp/


島根県
窓口名

連絡先
0855-52-7490（内線：1415　/
1416)

FAX 0855-52-1379

URL http://www.city.gotsu.lg.jp/ E-mail toshikeikaku@city.gotsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0854-40-1065

FAX 0854-40-1069

URL http://www.city.unnan.shimane.jp/ E-mail kenchiku@city.unnan.shimane.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0854-76-3942

FAX 0854-76-3943

URL https://www.iinan.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 08514-6-1257

FAX 08514-6-0683

URL http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/ E-mail
kanko-
teiju@town.nishinoshima.shimane.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 08514-8-2211

FAX 08514-8-2093

URL http://www.vill.chibu.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

江津市都市計画課

住所
〒695-8501
島根県江津市江津町1016番地4

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）
8時30分～17時15分

雲南市建設部建築住宅課

平日　８時３０分～１７時１５分

西ノ島町観光定住課

住所
〒684-0303
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田６００番地４

月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く） 8時30分～17時15分

住所
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1

平日　8時30分～17時15分

飯南町建設課

住所
〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

知夫村　産業建設課

住所
〒684-0100
島根県隠岐郡知夫村1065番地

8：30～17：15
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http://www.city.gotsu.lg.jp/
http://www.city.unnan.shimane.jp/
https://www.iinan.jp/
http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/
http://www.vill.chibu.lg.jp/


島根県
窓口名

連絡先 08512-2-8570

FAX 08512-2-6005

URL https://www.town.okinoshima.shimane.jp E-mail
chiiki@town.okinoshima.shimane.j
p

相談日時

備考

隠岐の島町地域振興課

住所
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

平日　8時30分～17時15分
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https://www.town.okinoshima.shimane.jp/

	32島根県

