
広島県
窓口名

連絡先 082-232-6286

FAX 082-294-0248

URL http://hiro-ken.com/kenchikusentakyoukai.html E-mail postmaster6@hiro-ken.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-222-8810

FAX 082-222-8755

URL http://www.jia.or.jp/chugk/ E-mail chugk@jia.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-244-6830

FAX 082-244-3840

URL http://www.k-hiroshima.or.jp E-mail info@k-hiroshima.or.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-221-0600

FAX 082-221-8400

URL https://www.h-aaa.jp/ E-mail info@h-aaa.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-513-4164

FAX 082-223-3551

URL http://www.pref.hiroshima.lg.jp/ E-mail dojutaku@pref.hiroshima.lg.jp

相談日時

備考

一般社団法人　広島県建築センター協会

住所
〒733-0013
広島市西区横川新町8-12

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
９：００～１２：００，１３：００～１６：００

公益社団法人　日本建築家協会　中国支部

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
１０：００～１２：００，１３：００～１６：００

一般社団法人　広島県建築士事務所協会

住所
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀5-23　オガワビル2階

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
１０：００～１２：００，１３：００～１６：００

住所
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀5-23　オガワビル2階

毎月第一金曜日に開催（事前に予約が必要です）

公益社団法人　広島県建築士会

住所
〒730-0052
広島県広島市中区千田町３－７－４７　広島県情報プラザ５F

新築相談，リフォーム相談，耐震診断相談，耐震改修相談，お困りごと相談，マンション計画修繕相談，その
他

広島県土木建築局　住宅課

住所
〒730-8511
広島市中区基町10-52

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
８：３０～１７：１５
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広島県
窓口名

連絡先 082-504-2292

FAX 082-504-2308

URL http://www.city.hiroshima.lg.jp E-mail jutaku@city.hiroshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0823-25-3511

FAX 0823-24-6831

URL http://www.city.kure.lg.jp/soshiki/22/ E-mail kensidou@city.kure.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0846-22-7749（内線：287)

FAX 0846-22-8579

URL http://www.city.takehara.lg.jp/ E-mail toshi@city.takehara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0848-67-6122

FAX 0848-64-6057

URL http://www.city.mihara.hiroshima.jp/ E-mail
kenchikusido@city.mihara.hiroshi
ma.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0848-38-9347

FAX 0848-38-9295

URL http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/ E-mail toshi@city.onomichi.hiroshima.jp

相談日時

備考

広島市都市整備局住宅部住宅政策課

住所
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

月曜日から金曜日の８：３０～１７：１５（市役所閉庁日を除く）

呉市都市部建築指導課

月曜日～金曜日（祝日を除く）８：３０～１７：１５

三原市都市部建築指導課建築指導係

住所
〒723-8601
広島県三原市港町3丁目5-1

月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５（祝日を除く）

住所
〒737-8501
広島県呉市中央4丁目1番6号

月曜日～金曜日の８時３０分～１７時１５分（市役所閉庁日を除く）

竹原市建設部都市整備課

住所
〒725-8666
広島県竹原市中央五丁目1番35号

尾道市都市部まちづくり推進課住宅政策係

住所
〒722-8501
尾道市久保１丁目１５番１号

月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５（祝日を除く）
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広島県
窓口名

連絡先 084-928-1102

FAX 084-928-1735

URL http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/ E-mail
juutaku@city.fukuyama.hiroshima.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0847-43-7106

FAX 0847-46-3450

URL
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kurashi/shisetsu_madoguc
hi/2161.html

E-mail soumu@city.fuchu.hiroshima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0824-62-6385（内線：1419～
1421)

FAX 0824-62-6166

URL https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/index.html E-mail
toshikenchiku@city.miyoshi.hiros
hima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0824-73-1228

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0824-73-1172

FAX 0824-73-1147

URL E-mail toshi-kanri@city.shobara.lg.jp

相談日時

備考

福山市建設局建築部住宅課

住所
〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号

月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５
（祝日・年末年始を除く）

耐震改修等に関する相談：建築指導課　電話０８４－９２８－１１０３
契約に関する相談：消費生活センター　電話０８４－９２８－１１８８

広島県府中市消費生活センター

月～金曜日（祝日，年末年始は除く）
９：００～１６：００【１２：００～１３：００は除く】

庄原市消費生活センター

住所
〒727-8501
庄原市中本町一丁目１０－１

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９時～１６時（１２時～１３時は除く）

住所
〒726-8601
府中市府川町３１５

毎週月・火・木・金曜日　午前１０時から午後０時、午後１時から午後４時まで　祝日及び年末年始は休み

三次市　建設部　都市建築課

住所
〒728-8501
三次市十日市中二丁目８番１号

庄原市　都市整備課

住所
〒727-8501
庄原市中本町一丁目１０－１

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８時３０分～１７時１５分（１２時～１３時は除く）
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広島県
窓口名

連絡先 0827-57-3236

FAX 0827-57-3236

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-420-0946（内線：4012)

FAX 082-422-5010

URL
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kensetsu/4/ind
ex.html

E-mail
hgh200946@city.higashihiroshima
.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0829-30-9187（内線：1691～
1693)

FAX 0829-31-0999

URL http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/ E-mail
jutakuseisaku@city.hatsukaichi.lg.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0826-42-1143

FAX

URL http://www.akitakata.jp/ja/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0823-43-1647

FAX 0823-57-4434

URL http://www.city.etajima.hiroshima.jp/ E-mail toshi@city.etajima.hiroshima.jp

相談日時

備考

大竹市消費生活センター

住所
〒739-0692
大竹市小方一丁目１１－１

月～金のAM9:00～PM5:00
（土日・祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く）

東広島市建設部住宅課

月曜日～金曜日の８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

安芸高田市消費生活相談窓口

住所
〒731-0592
安芸高田市吉田町吉田791番地

月曜日と金曜日（祝日、年末年始は除く）
9時30分～16時30分（12時～13時を除く）

住所
〒739-8601
東広島市西条栄町８－２９

月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）

令和３年４月より都市部住宅課に変更

廿日市市 建設部 住宅政策課

住所
〒738-8501
廿日市市下平良一丁目１１－１

相談内容：住宅リフォーム関係の契約等（解除）に関すること

江田島市土木建築部都市整備課

住所
〒737-2297
江田島市大柿町大原５０５番地

平日（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前８時３０分から午後５時１５分まで
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広島県
窓口名

連絡先 082-286-3174

FAX 082-286-4022

URL http://www.town.fuchu.hiroshima.jp/ E-mail
kenchiku@town.fuchu.hiroshima.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-823-9209

FAX 082-823-9203

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-820-5608

FAX 082-854-8009

URL http://www.town.kumano.hiroshima.jp E-mail toshiseibi@town.kumano.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 082-820-1513（内線：334)

FAX 082-820-1523

URL E-mail tokei@town.saka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0826-28-1973（内線：446)

FAX 0826-28-1218

URL http://www.akiota.jp/ E-mail sangyoshinko@town.akiota.lg.jp

相談日時

備考

府中町建設部建築課

住所
〒735-8686
広島県安芸郡府中町大通三丁目５番１号

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を
除く午前８時３０分から午後１２時、午後１時から午後５時１５分

海田町建設部建設課建築営繕係

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を
除く午前８時３０分から午後５時１５分

広島県安芸郡坂町建設部都市計画課

住所
〒731-4393
安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１番１号

土、日曜日、祝日及び１２月２９日～翌年１月３日を除く平日の午前８時３０分から午後５時３０分まで

住所
〒736-8601
広島県安芸郡海田町上市１４－１８

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を
除く午前８時３０分から午後１２時、午後１時から午後５時１５分

熊野町建設農林部都市整備課

住所
〒731-4292
広島県安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号

安芸太田町　産業振興課

住所
〒731-3810
安芸太田町大字戸河内784番地1

土日祝日を除く9:00～16:00の間（12：00～13：00は休み）
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広島県
窓口名

連絡先 050-5812-5020

FAX 0826-72-5020

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0846-65-3124（内線：１７４)

FAX 0846-65-3144

URL http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp E-mail kenst02@town.osakikamijima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0847-22-5309

FAX 0847-22-5921

URL http://www.town.sera.hiroshima.jp E-mail kensetsu@town.sera.hiroshima.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

URL http://www.jinsekigun.jp/ja/ E-mail
jk-
kensetu@town.jinsekikogen.hiros
hima.jp

相談日時

備考

北広島町消費生活相談室

住所
〒731-1533
広島県山県郡北広島町有田495-1　　北広島町人権センター

木曜日（祝日、年末年始は除く）
１０：００～１６：００（１２：００～１３：００は休み）

大崎上島町建設課

土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く８時３０分から１７時１５分まで

神石高原町建設課

住所
〒720-1522
広島県神石郡神石高原町小畠２０２５

月～金の9:00～17:15（土日祝日を除く）

住所
〒725-0231
豊田郡大崎上島町東野６６２５－１

平日8時30分から17時15分まで

世羅町建設課

住所
〒722-1192
世羅町大字西上原１２３－１
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	34広島県

