
鹿児島県
窓口名

連絡先 099-224-4539

FAX 099-226-3963

URL http://www.kjc.or.jp/ E-mail kikaku@kjc.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-286-3740（内線：3740)

FAX 099-286-5637

URL
http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-
kankyo/sumai/index.html

E-mail jutaku-y@pref.kagoshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-255-7020

FAX

URL http://www.jia-9.org/kagoshima/index.html E-mail kagoshima@jia.org

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-251-9887

FAX 099-251-9871

URL http://www5.synapse.ne.jp/kakenjikyo/ E-mail kakenjikyo@po4.synapse.ne.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-224-5220

FAX 099-227-5479

URL http://www.kagoken.net/ E-mail info@kagoken.net

相談日時

備考

公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター

住所
〒892-0838
鹿児島県鹿児島市新屋敷町16番228号

８：３０～１７：１５（土日祝祭日年末年始を除く）

鹿児島県土木部建築課住宅政策室住宅企画係

毎月第２、第４木曜日　１３時～１６時（要予約）

身近な建築問題、疑問、トラブルへの相談対応。

一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会

住所
〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町29-33鹿児島建築設計会館

月曜日～金曜日までの間　９時００分～１７時００分　
但し、事前に申込みが必要

住所
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

土・日、祭日及び年末・年始を除く８時３０分～１７時１５分

公益社団法人日本建築家協会九州支部鹿児島地域会

住所
〒890-0055
鹿児島市上荒田町7-5-405

建築に関する技術的なアドバイス

一般社団法人鹿児島県建築協会

住所
〒892-0853
鹿児島市城山町２番１３号

９：００～１６：００
（土・日・祝日・年末・年始等を除く）

木造住宅耐震診断に限る
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鹿児島県
窓口名

連絡先 099-216-1358（内線：3367)

FAX 099-216-1389

URL http://www.city.kagoshima.lg.jp E-mail
kshido-
kenan@city.kagoshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0994-31-1129（内線：3413・3471)

FAX 0994-41-2936

URL http://www.e-kanoya.net/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0993-72-1111（内線：326)

FAX 0993-72-1863

URL https://www.city.makurazaki.lg.jp/ E-mail kenchiku-k@city.makurazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0996-73-1198

FAX 0996-72-2029

URL http://www.city.akune.kagoshima.jp E-mail
kenchiku@city.akune.kagoshima.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0996-63-2111（内線：2611～
2615)

FAX 0996-63-5814

URL http://www.city.izumi.kagoshima.jp/ E-mail tokei_c@city.izumi.kagoshima.jp

相談日時

備考

鹿児島市建設局建築部建築指導課建築物安全推進係

住所
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号

受付時間　午前８：３０～午前１２：００／午後１：００～午後５：１５（土曜、日曜、祭日、年末年始を除く）

鹿屋市役所建設部建築住宅課

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝祭日及び年末年始を除く）

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、相談があれば随時対応いたします。

阿久根市都市建設課建築係

住所
〒899-1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地

土・日・祝祭日及び年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分

住所
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号

受付時間：土・日、祭日及び年末年始を除く午前８時３０分～正午、午後１時００分～午後５時００分

特別にリフォ－ム相談窓口としては設置しておりませんが、住民からの相談であれば随時対応いたします。

枕崎市役所建設課建築係

住所
〒898-8501
鹿児島県枕崎市千代田町２７番地

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、相談は随時受け付けております。

出水市建設部都市計画課建築係

住所
〒899-0292
出水市緑町１番３号

午前８：３０～午後５：１５（土、日、祝・祭日及び年末年始を除く）
特別に相談窓口は設けておりませんが、随時対応いたします。

【リフォーム工事に関する相談窓口です】
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鹿児島県
窓口名

連絡先 0993-22-2111（内線：325)

FAX 0993-22-2160

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-22-1111（内線：239)

FAX 0997-22-2045

URL E-mail kenkanri@city.nishinoomote.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0994-32-1111（内線：340)

FAX 0994-32-6625

URL
http://www.city.tarumizu.lg.jp/kensetsu/kurashi/machi/sumai
/sesaku/reform.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0996-23-5111（内線：3642、
3643)

FAX 0996-23-8389

URL http://www.city.satsumasendai.lg.jp/ E-mail
ken-
sidou@city.satsumasendai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-273-8871

FAX 099-273-8877

URL http://www.city.hioki.kagoshima.jp/ E-mail

相談日時

備考

指宿市建設部建築課

住所
〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424

土・日、祭日及び年末年始を除く８：３０～１２：００／１３：００～１７：００

西之表市建設課管理係

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日、祝日及び年末年始を除く）

特別にリフォーム相談窓口は設置しておりませんが，住民からの相談(リフォーム・耐震補強等)があれば随
時対応しております。

鹿児島県薩摩川内市役所建築住宅課

住所
〒895-8650
鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒891-3193
鹿児島県西之表市西之表7612

随時（土日祝祭日，年末年始を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

特別にリフォーム相談窓口は設置しておりませんが，住民からの相談があれば随時対応しております。

鹿児島県垂水市土木課建築係

住所
〒891-2192
垂水市上町114番地

日置市産業建設部建設課建築係

住所
〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

リフォーム相談窓口として、特別に担当を配置している訳ではありませんが、住民からの相談であれば随時
対応致します。
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鹿児島県
窓口名

連絡先 0986-76-1111（内線：1243)

FAX 0986-76-1122

URL http://www.city.soo.kagoshima.jp E-mail s-kensetsu@city.soo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0995-64-0954

FAX 0995-47-1441

URL http://www.city-kirishima.jp E-mail shido@city-kirishima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0996-21-5154（内線：2223～
2224)

FAX 0996-21-5192

URL http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/ E-mail tokei3@city.ichikikushikino.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0993-76-1629（内線：2273)

FAX 0993-52-0113

URL http://www.city.minamisatsuma.lg.jp E-mail
e_jyuutaku@city.minamisatsuma.l
g.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-474-1111（内線：454)

FAX 099-474-0466

URL http://www.city.shibushi.lg.jp E-mail

相談日時

備考

曽於市役所建設課

住所
〒899-8692
鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地

土・日，祝祭日及び年末・年始を除く８時３０分～１７時１５分

霧島市建設部建築指導課

受付時間　８：３０～１２：００／１３：００～１７：００（土曜、日曜、祭日は受付を行いません。）

特別にリフォーム窓口としては設置しておりませんが、住民からのご相談があれば随時対応いたします

南さつま市建設部建築住宅課

住所
〒897-8501
鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

住所
〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

土・日、祭日、及び年末年始を除く８：１５～１２：００、１３：００～１７：００

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、ご相談があれば随時対応致します。

いちき串木野市役所　都市計画課

住所
〒899-2192
鹿児島県いちき串木野市湊町一丁目1番地

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、相談があれば随時対応いたします。住宅リ
フォーム補助金、耐震診断補強への補助制度がございますので、お気軽にご相談ください。

志布志市役所建設課都市政策推進室

住所
〒899-7492
鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地

土・日、祭日及び年末年始を除く８時３０分～１７時００分
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鹿児島県
窓口名

連絡先 0997-52-1111（内線：1216)

FAX 0997-52-1354

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0993-83-2511（内線：2331)

FAX 0993-83-1955

URL http://www.city.minamikyushu.lg.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0995-23-1311（内線：2231・2232)

FAX 0995-26-1202

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0995-66-3409（内線：191)

FAX 0995-66-2370

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-222-3141

FAX 099-223-1832

URL E-mail

相談日時

備考

奄美市役所建築住宅課

住所
〒894-8555
奄美市名瀬幸町25番8号

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

特別にリフォーム相談窓口として設置しておりませんが、市民の方からの相談であれば随時対応いたしま
す。

南九州市建築住宅課建築係

月曜日～金曜日[８時３０分～１７時１５分]（ただし祝祭日及び年末年始を除く）

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、住民からの相談であれば随時対応致します。

姶良市建設部建築住宅課建築係

住所
〒899-5492
姶良市宮島町25

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

住所
〒897-0392
鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地

午前９時から午後５時まで（土曜，日曜，祝日は受付を行いません）

特別にリフォ－ム相談窓口としては設置しておりませんが、市民の皆様からの相談があれば随時対応いた
しますので、お気軽にご相談ください。

伊佐市役所建設課

住所
〒895-2701
伊佐市菱刈前目2106

相談があれば、姶良市安心リフォーム推進協議会登録事業者の案内を行っています。

鹿児島県三島村役場経済課

住所
〒892-0821
鹿児島市名山町１２－１８

平日８：３０～１７：００まで
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鹿児島県
窓口名

連絡先 099-222-2101（内線：141)

FAX 099-223-6720

URL http://www.tokara.jp/ E-mail tokaratiiki@tokara.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0996-53-1111（内線：2256)

FAX 0996-52-3514

URL http://www.satsuma-net.jp/ E-mail kense-kenchi@satsuma-net.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0996-86-1136（内線：1262)

FAX 0996-86-0950

URL http://www.town.nagashima.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0995-74-3111（内線：3112)

FAX 0995-75-2456

URL https://www.town.yusui.kagoshima.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 099-476-1111（内線：156)

FAX 099-476-3979

URL http://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp E-mail

相談日時

備考

鹿児島県十島村役場地域振興課定住対策室

住所
〒892-0822
鹿児島市泉町14-15

土日、祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

さつま町役場建設課建築係

土・日・祝祭日及び年末年始を除く　８時３０分から１７時１５分まで

湧水町役場まちづくり推進課

住所
〒899-6192
鹿児島県姶良郡湧水町中津川603番地

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

住所
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

長島町景観推進課

住所
〒899-1498
鹿児島県出水郡長島町鷹巣１８７５番地１

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが，相談があれば随時対応しております。

大崎町役場建設課建築係

住所
〒899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地

土・日・祭日及び年末年始を除く８時３０分から１７時１５分

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、町民からの相談であれば随時対応いたします。

6

http://www.tokara.jp/
http://www.satsuma-net.jp/
http://www.town.nagashima.lg.jp/
https://www.town.yusui.kagoshima.jp/
http://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/


鹿児島県
窓口名

連絡先 0994-63-3126（内線：236)

FAX 0994-63-3138

URL E-mail kensetu@higashikushira.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0994-22-3032（内線：212)

FAX 0994-22-1951

URL http://www.town.kinko.lg.jp E-mail seisaku@town.kinko.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0994-24-3129（内線：154)

FAX 0994-24-3119

URL http://www.town.minamiosumi.lg.jp/ E-mail
kensetsuka@town.minamiosumi.lg
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0994-65-8424（内線：1210)

FAX 0994-65-2516

URL https://kimotsuki-town.jp/ E-mail juutaku@town.kimotsuki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-27-1111（内線：274)

FAX 0997-27-3634

URL E-mail

相談日時

備考

東串良町建設課

住所
〒893-1693
鹿児島県肝属郡東串良町川西１５４３

毎週月曜日から金曜日まで午前８時３０分から午後５時まで

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、町民からの相談であれば随時対応は致します。

錦江町役場政策企画課

平日　午前８時３０分～午後５時

特別に相談窓口を設けておりませんが随時対応いたします。

肝付町建設課住宅係

住所
〒893-1207
鹿児島県肝属郡肝付町新富98番地

土・日、祭日及び年末・年始を除く８時３０分から１７時１５分

住所
〒893-2392
鹿児島県肝属郡錦江町城元９６３番地

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

特別に相談窓口を設けておりませんが随時対応いたします。

南大隅町建設課

住所
〒893-2501
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226番地

特別に相談窓口を設置しておりませんが、住民からの相談があれば随時対応しております。

中種子町建設課

住所
〒891-3692
鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６

土日祝祭日及び年末年始を除く８時３０分から１７時まで

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりません，町民の皆様から相談が有れば対応致します。
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http://www.town.kinko.lg.jp/
http://www.town.minamiosumi.lg.jp/
https://kimotsuki-town.jp/


鹿児島県
窓口名

連絡先 0997-26-1111（内線：164)

FAX 0997-24-1123

URL http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-43-5900

FAX 0997-43-5905

URL http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-57-2111（内線：172)

FAX 0997-57-2957

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-67-2211（内線：201)

FAX 0997-67-2987

URL E-mail kensetsu@uken.net

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-72-1197

FAX 0997-72-1120

URL E-mail toshiseibi@town.setouchi.lg.jp

相談日時

備考

南種子町建設課

住所
〒891-3792
鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793-1

月曜日～金曜日（祝日を除く）の９時～１７時

屋久島町建設課

土・日，祭日及び年末年始を除く８時３０分～１７時１５分

宇検村　建設課

住所
〒894-3392
鹿児島県大島郡宇検村湯湾９１５

８：３０～１７：１５
（土・日・祝日・年末年始以外）

住所
〒891-4207
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849-20

土・日・祝祭日及び年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分

特別にリフォーム相談窓口としては設置しておりませんが、相談は随時対応します。

大和村役場建設課

住所
〒894-3192
鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

瀬戸内町役場　建設課

住所
〒894-1592
瀬戸内町古仁屋船津23番地

平日　8:30～17:15

8

http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/
http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/


鹿児島県
窓口名

連絡先 0997-62-3111

FAX 0997-62-2535

URL http://www.town.tatsugo.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-65-1111（内線：421)

FAX 0997-65-2797

URL http://www.town.kikai.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-82-1111（内線：253)

FAX 0997-82-1101

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-85-3111（内線：157)

FAX 0997-85-3110

URL http://www.yui-amagi.com/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-86-3111（内線：44)

FAX 0997-86-2301

URL E-mail iken_ju@po5.synapse.ne.jp

相談日時

備考

龍郷町役場建設課

住所
〒894-0192
鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

平日　８：３０～１７：１５

特別にリフォーム相談窓口として設置しておりませんが，町民からの相談があれば随時対応いたします。

鹿児島県喜界町役場まちづくり課

平日（土・日・祝日以外）８：３０～１７：１５

鹿児島県大島郡天城町建設課

住所
〒891-7692
鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1

平日８：３０分～１７：００

住所
〒891-6292
鹿児島県大島郡喜界町湾１７４６番地

随時

鹿児島県大島郡徳之島町建設課

住所
〒891-7101
鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203

鹿児島県大島郡伊仙町建設課住宅係

住所
〒891-8293
鹿児島県大島郡伊仙町伊仙1842

平日（８：３０～１７：００）
土.日曜.祝日を除く
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http://www.town.tatsugo.lg.jp/
http://www.town.kikai.lg.jp/
http://www.yui-amagi.com/


鹿児島県
窓口名

連絡先 0997-84-3520（内線：304)

FAX 0997-92-3300

URL http://www.town.wadomari.lg.jp/ E-mail doboku@town.wadomari.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-84-3161

FAX 0997-93-4038

URL E-mail china10@town.china.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0997-97-4928（内線：361~364)

FAX 0997-97-4196

URL http://www.yoron.jp/ E-mail

相談日時

備考

和泊町役場土木課

住所
〒891-9192
鹿児島県大島郡和泊町和泊10番地

土・日・祝祭日を除くＡＭ８：３０からＰＭ５：１５まで

知名町役場　建設課　建築係

月曜日～金曜日午前８時３０分～５時００分まで

住所
〒891-9214
大島郡知名町知名３０７番地

平日（月～金）８：３０～１７：１５

与論町役場建設課

住所
〒891-9301
鹿児島県大島郡与論町茶花1418番地１
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http://www.town.wadomari.lg.jp/
http://www.yoron.jp/

	46鹿児島県

