
山口県
窓口名

連絡先 083-933-3883

FAX 083-933-3899

URL https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/ E-mail a18900@pref.yamaguchi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0820-22-0397

FAX 0820-23-4666

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0834-33-6475

FAX 0834-33-6519

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0837-52-1660

FAX 0837-52-0793

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 083-925-6701

FAX 083-925-6763

URL http://www.y-jimukyo.com/ E-mail

相談日時

備考

山口県土木建築部住宅課

住所
〒753-8501
山口県山口市滝町１－１

月～金　８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

山口県土木建築部柳井土木建築事務所建築住宅課

月～金　８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

山口県土木建築部宇部土木建築事務所建築住宅課美祢支所

住所
〒759-2212
山口県美祢市大嶺町東分３４４９－５

月～金　８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

住所
〒742-0031
山口県柳井市南町３丁目９－３

月～金　８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

山口県土木建築部周南土木建築事務所建築住宅課

住所
〒745-0004
山口県周南市毛利町２丁目３８

一般社団法人山口県建築士事務所協会

住所
〒753-0072
山口県山口市大手町３－８

月～金　９：３０～１６：３０（国民の祝日・休日・年末年始、特別に定めた休日を除く）

建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、必要な助言、事情の調査を行い、苦情の解決を
図る。
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山口県
窓口名

連絡先 083-231-1941

FAX 083-233-7414

URL http://www.city.shimonoseki.lg.jp/ E-mail
ksjutaku@city.shimonoseki.yamag
uchi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0836-34-8252

FAX 0836-22-6049

URL http://www.city.ube.yamaguchi.jp E-mail
jyuutakuka@city.ube.yamaguchi.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 083-934-2847

FAX 083-934-2654

URL http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/74/ E-mail kaihatsu@city.yamaguchi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0838-25-3693

FAX 0838-25-4011

URL http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/54/ E-mail kentiku@city.hagi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0835-23-2111（内線：650)

FAX 0835-25-8863

URL http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/31/ E-mail kenchiku@city.hofu.yamaguchi.jp

相談日時

備考

下関市建設部住宅政策課

住所
〒750-8521
山口県下関市南部町1-1

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

宇部市都市政策部住宅政策課

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

萩市土木建築部建築課

住所
〒758-8555
山口県萩市大字江向５１０番地

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

住所
〒755-8601
山口県宇部市常盤町一丁目７番１号

月～金　８：３０～１７：００
国民の祝日・休日を除く

山口市都市整備部開発指導課

住所
〒753-8650
山口市亀山町２番１号

防府市土木都市建設部建築課

住所
〒747-8501
防府市寿町7番1号

月～金８：１５～１７：００（国民の祝日・休日・年末年始を除く）
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山口県
窓口名

連絡先 0833-45-1851（内線：206)

FAX 0833-44-3613

URL https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kurashi/sumai/index.html E-mail jyuuken@city.kudamatsu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0827-29-5138

FAX 0827-24-4208

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0833-72-1549

FAX 0833-72-3478

URL
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/8/kenchiku/kurashi/1/95
1.html

E-mail kenchikujuutaku@city.hikari.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0837-23-1149

FAX 0837-22-5155

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0820-22-2111（内線：236)

FAX 0820-23-5699

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

相談日時

備考

山口県下松市建設部住宅建築課

住所
〒744-8585
下松市大手町３丁目３番３号

受付時間 ８時３０分～１７時１５分
（土曜、日曜、国民の祝日は除く）

・リフォーム等に関するパンフレット、チラシ、名簿等の常備・配布による情報提供
・民間木造住宅の無料耐震診断と耐震改修補助

岩国市都市開発部建築住宅課

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

長門市建設部建築住宅課

住所
〒759-4192
山口県長門市東深川1339番地2

８：３０～１７：１５（土・日・祝日は受け付けていません）

住所
〒740-8585
岩国市今津町１丁目１４－５１

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

・リフォーム等に関するパンフレット、チラシ、名簿等の常備・配布による情報提供
・民間木造住宅の無料耐震診断と耐震改修補助

光市建設部建築住宅課

住所
〒743-8501
光市中央６丁目１－１

柳井市建設部都市計画・建築課

住所
〒742-8714
柳井市南町１丁目１０－２

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）
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山口県
窓口名

連絡先 0837-52-5221（内線：334)

FAX 0837-52-5698

URL http://www2.city.mine.lg.jp/ E-mail kensetsu.k@city.mine.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0834-22-8334（内線：334)

FAX 0834-22-8325

URL https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/ E-mail jutaku@city.shunan.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0836-82-1167（内線：363)

FAX 0836-83-2604

URL https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ E-mail kenchiku@city.sanyo-onoda.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0820-79-1005（内線：553)

FAX 0820-79-1021

URL http://www.town.suo-oshima.lg.jp E-mail
shisetsuseibi@town.suo-
oshima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0827-52-2197（内線：413)

FAX 0827-52-7279

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

相談日時

備考

美祢市建設農林部建設課

住所
〒759-2292
美祢市大嶺町東分３２６－１

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

・住宅に関する情報提供
・専門相談機関の紹介

周南市建設部住宅課

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

周防大島町産業建設環境部施設整備課

住所
〒742-2301
山口県大島郡周防大島町大字久賀５１３４

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日及び年末・年始を除く）

住所
〒745-8655
周南市岐山通１丁目１番地

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

・リフォームに関するパンフレット、チラシ等の常備・配布による情報提供
・民間木造住宅の無料耐震診断と耐震改修補助及び民間公共的建築物の耐震診断補助
・空き家のリフォーム補助

山陽小野田市建設部建築住宅課

住所
〒756-8601
山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号

和木町都市建設課

住所
〒740-8501
玖珂郡和木町和木１丁目１－１

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）
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山口県
窓口名

連絡先 0820-62-0315

FAX 0820-62-1528

URL http://www.town.kaminoseki.lg.jp/ E-mail kenchiku@town.kaminoseki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0820-52-5807

FAX 0820-52-5968

URL http://www.town.tabuse.lg.jp/ E-mail
kensetsu@town.tabuse.yamaguch
i.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0820-56-7118

FAX 0820-56-7119

URL http://www.town.hirao.lg.jp/ E-mail kenchiku@town.hirao.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 08388-2-3112

FAX 08388-2-0100

URL http://www.town.abu.lg.jp./ E-mail sisetu@town.abu.lg.jp

相談日時

備考

上関町土木建築課

住所
〒742-1402
熊毛郡上関町大字長島５０３番地

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

田布施町建設課

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

阿武町土木建築課

住所
〒759-3622
阿武郡阿武町大字奈古２６３６

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

住所
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1

月～金８：３０～１７：１５（国民の祝日・休日を除く）

平生町建設課

住所
〒742-1195
平生町大字平生町２１０－１
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	35山口県

