
岡山県
窓口名

連絡先 086-231-3479

FAX 086-231-4575

URL http://www.o-a-a.com/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 086-223-6671

FAX 086-221-2185

URL http://oka-reform.aba-momo.com E-mail oka-reform@aba-momo.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 086-226-7527

FAX 086-234-9346

URL http://www.pref.okayama.jp/soshiki/71/ E-mail jutaku@pref.okayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 086-803-1466

FAX 086-803-1879

URL https://www.city.okayama.jp/soshiki/12-1-1-0-0_35.html E-mail juutaku@city.okayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 086-426-3111

FAX 086-426-0900

URL https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=3325 E-mail sclsec@city.kurashiki.okayama.jp

相談日時

備考

(一社)岡山県建築士事務所協会

住所
〒700-0824
岡山市北区内山下1-3-19

月～金曜日１０：００～１６：００

建築設計事務所の設計・監理業務に対しての相談

岡山県住宅リフォーム推進協議会（事務局：一般社団法人岡山県建築士会）

月～金の８：３０～１７：１５（祝祭日除く）

岡山市都市整備局住宅・建築部住宅課

住所
〒700-8544
岡山市北区大供一丁目１－１

月～金の８：３０～１７：１５（祝日・年末年始除く）

住所
〒700-0824
岡山市北区内山下１丁目３－１９建築会館４階

毎月第２土曜日　１３：３０～１６：００（岡山ふれあいセンター） その他、東備・玉野・倉敷・井笠・津山の各地
域で行っています。お問合せください。

住宅リフォームの建築技術に関する相談に応じます。（要予約）

岡山県土木部都市局住宅課

住所
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6

専用窓口は設置してしいませんが、各担当窓口でご案内します。

倉敷市市民局市民生活部生活安全課

住所
〒710-8565
倉敷市西中新田640

毎月第４金曜日１０時～１２時、１３時～１５時（祝日除く）

岡山県建築工事業協会相談員による住宅建築全般に関する相談（当日受付順）
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岡山県
窓口名

連絡先 0868-32-2099

FAX 0868-32-2155

URL https://www.city.tsuyama.lg.jp/business/index2.php?id=2997 E-mail tokei@city.tsuyama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0863-32-5538

FAX 0863-32-5519

URL https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/20/2036.html E-mail toshikeikaku@city.tamano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0865-69-2138

FAX 0865-69-2183

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0866-62-9527

FAX

URL http://www.city.ibara.okayama.jp E-mail toshis@city.ibara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0866-62-9797

FAX 0866-62-9797

URL http://www.city.ibara.okayama.jp/syouhi/index.html E-mail syouhi@city.ibara.lg.jp

相談日時

備考

津山市都市建設部都市計画課建築指導審査係

住所
〒708-8501
岡山県津山市山北５２０番地

月～金の８：３０～１７：１５（祝祭日除く）

玉野市建設部都市計画課

平日８：３０から１７：１５（年末年始を除く）

井原市建設経済部都市施設課

住所
〒715-8601
岡山県井原市井原町３１１ー１

月～金の８：３０～１７：１５（祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒706-8510
玉野市宇野１－２７－１

毎月１０日（土日・祝日の場合は変更）13:30～

笠岡市建設部都市計画課

住所
〒714-8601
笠岡市中央町１番地の１

専用窓口は設置していませんが、関係職員が随時対応します。

井原市消費生活センター

住所
〒715-8601
岡山県井原市井原町３１１ー１

月～金の９：００～１７：１５（祝祭日、年末年始を除く）

契約トラブルに関する相談に対応します。
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岡山県
窓口名

連絡先 0866-92-8289

FAX 0866-92-8383

URL http://www.city.soja.okayama.jp E-mail kenjyu@city.soja.okayama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0866-21-0237

FAX 0866-23-1555

URL http://www.city.takahashi.okayama.jp E-mail toshiseibi@city.takahashi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0867-72-6118

FAX 0867-72-6333

URL https://www.city.niimi.okayama.jp/ E-mail toshiseibi@city.niimi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0869-64-2225

FAX 0869-64-1850

URL https://www.city.bizen.okayama.jp E-mail bztoshi@city.bizen.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0869-22-2649

FAX 0869-22-3965

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

相談日時

備考

総社市建設部建築住宅課

住所
〒719-1192
岡山県総社市中央一丁目1番1号

月～金曜日の８：３０～１７：１５（祝日，年末年始を除く）

高梁市土木部都市整備課

月～金の8:30～17:15（祝祭日除く）

専用窓口は設置していませんが、関係職員が随時対応します。

備前市産業部都市住宅課

住所
〒705-8602
備前市東片上126

平日午前8時30分から午後5時15分

住所
〒716-8501
高梁市松原通2043番地

月～金曜日の８：３０～１７：１５（祝祭日、年末年始を除く）

新見市建設部都市整備課

住所
〒718-8501
新見市新見３１０番地３

瀬戸内市産業建設部建築住宅課

住所
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300-1

土日祝祭日以外の午前８：３０～午後１７：００

住宅増改築相談については、年４回（５月・８月・１１月・２月）第３水曜日の午前９：００～午後３：００に実施
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岡山県
窓口名

連絡先 086-955-1485

FAX 086-955-6860

URL http://www.city.akaiwa.lg.jp/ E-mail tokei@city.akaiwa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0867-42-7781（内線：2201～
2205)

FAX 0867-42-1988

URL http://www.city.maniwa.lg.jp/ E-mail toshijyutaku@city.maniwa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0868-72-6697

FAX 0868-72-8094

URL http://www.city.mimasaka.lg.jp E-mail toshijutaku@city.mimasaka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0865-44-9044

FAX 0865-44-9477

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0869-93-1127

FAX 0869-92-0667

URL http://www.town.wake.okayama.jp/ E-mail

相談日時

備考

赤磐市建設事業部建設課

住所
〒709-0898
赤磐市下市３４４番地

月～金曜日　8:30～17:15（祝祭日、年末年始は除く）

専用窓口は設置していませんが、建設課において関係職員が随時対応します。

真庭市建設部都市住宅課

開庁時間

複数の課がリフォームに関する補助事業を実施しており、それらをまとめた専用窓口は設置していません
が、建築係等の関係職員が随時対応いたします。

浅口市産業建設部まちづくり課

住所
〒719-0295
浅口市鴨方町六条院中3050番地

月～金曜日の８：３０～１７：１５（祝祭日、年末年始を除く）

住所
〒719-3292
岡山県真庭市久世２９２７－２

月～金曜日の８：３０～１７：１５（祝祭日，年末年始を除く）

美作市 都市整備部 都市住宅課

住所
〒707-8501
岡山県美作市栄町38-2

専用窓口は設置していませんが、まちづくり課において関係職員が随時対応します。

和気町都市建設課

住所
〒709-0495
岡山県和気郡和気町尺所５５５番地

月～金曜日の８：３０～１７：１５（祝祭日，年末年始を除く）

専用窓口としては設置していませんが、都市建設課において関係職員が随時対応します。
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岡山県
窓口名

連絡先 086-482-0614

FAX 086-482-0652

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0865-64-7214（内線：515)

FAX 0865-64-3117

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0866-82-1014（内線：153・154)

FAX 0866-82-9061

URL http://www.town.yakage.okayama.jp/life/teijyu/hojyo.html E-mail kensetsu@town.yakage.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0867-56-2628

FAX 0867-56-2629

URL E-mail sangyoukensetsu@vill.shinjo.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0868-54-2989

FAX 0868-54-3662

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

相談日時

備考

早島町建設農林課

住所
〒701-0303
都窪郡早島町前潟３６０－１

月～金曜日 8：30～17：15（祝祭日、年末年始は除く）

専用窓口は設置していませんが、建設農林課において関係職員が随時対応します。

里庄町農林建設課

月～金曜日の８：３０～１７：１５
（祝祭日，年末年始を除く）

新庄村産業建設課

住所
〒717-0201
岡山県真庭郡新庄村２００８－１

月～金曜日の8:30～17:00(祝祭日、年末年始を除く)

住所
〒719-0398
岡山県浅口郡里庄町里見１１０７－２

月～金曜日の８：３０～１７：１５（祝祭日,年末年始を除く）

矢掛町建設課管理住宅係

住所
〒714-1297
小田郡矢掛町矢掛3018

鏡野町建設課

住所
〒708-0392
苫田郡鏡野町竹田660

月～金曜日の8:30～17:15（祝祭日・年末年始を除く）

専用窓口は設置していませんが、建設課において関係職員が相談に応じます。
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岡山県
窓口名

連絡先 0868-38-3113

FAX 0868-38-3120

URL http://www.town.shoo.lg.jp/ E-mail kensetsu@town.shoo.okayama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0868-36-4112

FAX 0868-36-6771

URL http://www.town.nagi.okayama.jp/ E-mail zeijyuu@town.nagi.okayama.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0868-79-2111

FAX 0868-79-2125

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 086-728-2134

FAX 086-728-2749

URL https://www.town.kumenan.lg.jp/ E-mail
sangyoshinko@town.kumenan.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0868-66-2874

FAX 0868-66-7622

URL http://www.town.misaki.okayama.jp/ E-mail

相談日時

備考

勝央町産業建設部

住所
〒709-4316
岡山県勝田郡勝央町勝間田２０１

開庁時間

専用窓口は設置していませんが、産業建設部において関係職員が随時対応します。

奈義町税務住民課

午前8時30分から午後5時15分まで（閉庁日は除く）

久米南町産業振興課

住所
〒709-3614
岡山県久米郡久米南町下弓削５０２－１

土・日・祝日・年末２９日から年始３日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒708-1392
勝田郡奈義町豊沢３０６－１

月～金の８：３０～１７：１５（祝祭日除く）

西粟倉村建設課

住所
〒707-0503
岡山県英田郡西粟倉村大字影石2番地

美咲町建設課

住所
〒709-3717
岡山県久米郡美咲町原田１７３５

開庁時間

専用窓口としては設置していませんが、建設課において関係職員が随時対応します。
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岡山県
窓口名

連絡先 0866-54-1301（内線：1502)

FAX 0866-54-1311

URL E-mail kyoudou@town.kibichuo.lg.jp

相談日時

備考

吉備中央町協働推進課

住所
〒716-1192
岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－２

平日　午前８：３０～午後５：１５（年末年始除く）
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	33岡山県

