
愛媛県
窓口名

連絡先 0895-22-5211

FAX 0895-22-4830

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0894-22-4111

FAX 0894-24-5305

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 089-941-1111

FAX 089-909-8393

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0897-56-1300

FAX 0897-55-4693

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0896-24-4455

FAX 0896-23-2395

URL E-mail

相談日時

備考

南予地方局建設部建築指導課

住所
〒798-0036
宇和島市天神町7-1

８時３０分から１７時１５分まで

八幡浜土木事務所管理課

８時３０分から１７時１５分まで

東予地方局建設部建築指導課

住所
〒793-0042
西条市喜多川796-1

８時３０分から１７時１５分まで

住所
〒796-0048
八幡浜市北浜1-3-37

８時３０分から１７時１５分まで

中予地方局建設部建築指導課

住所
〒790-0873
松山市北持田町132

四国中央土木事務所

住所
〒799-0404
四国中央市三島宮川4-6-53

８時３０分から１７時１５分まで
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愛媛県
窓口名

連絡先 089-912-2758

FAX 089-941-0326

URL http://www.pref.ehime.jp/ E-mail kenchikujuut@pref.ehime.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 089-943-5525

FAX 089-943-5545

URL http://hime-ken.com/ E-mail kyoukai@hime-ken.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 089-948-6934

FAX 089-934-1807

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0898-36-1566

FAX 0898-25-2015

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0898-36-1540

FAX 0898-31-3181

URL E-mail

相談日時

備考

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課

住所
〒790-8570
松山市一番町4-4-2

８時３０分から１７時１５分まで

一般社団法人愛媛県中小建築業協会

場所：松山市役所住宅課（本館７階）
日時：毎月第２・４木曜日　１３時から１７時まで

ご利用の際は、事前予約が必要です。予約は、上記相談受付番号へ

今治市都市建設部建築指導課

住所
〒794-8511
今治市別宮町１－４－１

８時３０分から１７時１５分まで（土、日、祝祭日を除く）

住所
〒790-0878
松山市勝山町２－３－１

毎週金曜日の午後1時から4時まで

調停、仲裁は行っておりませんのでご了承下さい。

松山市都市整備部住宅課

住所
〒790-8571
松山市二番町四丁目７－２

建築確認関係

今治市産業部商工振興課

住所
〒794-8511
今治市別宮町１－４－１

８時３０分から１７時１５分まで（土、日、祝祭日を除く）

住宅リフォーム等支援事業費補助金関係
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愛媛県
窓口名

連絡先 0895-24-1111（内線：2615)

FAX 0895-25-3130

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0894-22-3111（内線：8226)

FAX 0894-37-2646

URL http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2014102900142/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0897-65-1273

FAX 0897-65-1276

URL E-mail kensido@city.niihama.ehime.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0897-56-5151（内線：2753)

FAX 0897-52-1260

URL http://www.city/saijo.ehime.jp/ E-mail kenchiku@saijo-city.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 089-982-1111

FAX 089-982-1234

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

相談日時

備考

宇和島市建設部建築住宅課

住所
〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地

土、日、祝祭日を除く執務時間内の、９時から１７時まで

八幡浜市産業建設部建設課建築係

平日の午前８時３０分から午後５時１５分

西条市建設部建築審査課

住所
〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷１６４番地

８時３０分から１７時１５分まで（土、日、祝祭日を除く）

住所
〒796-0292
八幡浜市保内町宮内１番耕地２６０番地

平日、午前8時30分から午後5時15分まで

新居浜市役所建設部建築指導課

住所
〒792-8585
新居浜市一宮町１－５－１

伊予市産業建設部都市住宅課

住所
〒799-3193
伊予市米湊820

８時３０分から１７時１５分まで
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愛媛県
窓口名

連絡先 0896-28-6183

FAX 0896-28-6189

URL
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/kurashitetsuduki/suma
ikurashi/kenchiku/rifomu.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0894-62-6410

FAX 0894-62-6571

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 089-964-4412（内線：284・289)

FAX 089-964-4447

URL
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/sumai/rifomusie
n/

E-mail tosiseibi@city.toon.ehime.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0897-77-2500（内線：236)

FAX 0897-77-4011

URL https://www.town.kamijima.lg.jp/ E-mail kensetsu@town.kamijima.ehime.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0892-21-1111（内線：154)

FAX 0892-21-2860

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

相談日時

備考

四国中央市建設部建築住宅課

住所
〒799-0413
四国中央市中曽根町500番地

8時30分から17時15分まで（土、日、祝祭日を除く）

木造住宅の耐震診断及び耐震改修の補助、リフォーム補助に関すること。

西予市産業建設部建設課

８時３０分～１７時１５分（土日祝、年末年始を除く）

詳細内容及び申請等については、各担当課へお問合せください。

越智郡上島町

住所
〒794-2550
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０番地

平日08：30～17：15

住所
〒797-8501
西予市宇和町卯之町三丁目434番地1

土・日・祝祭日を除く８時３０分～１７時１５分

東温市産業建設部都市整備課

住所
〒791-0292
見奈良東温市見奈良５３０－１

久万高原町役場建設課管理建築班

住所
〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２番地

場所：久万高原町役場建設課（２階）
日時：土日祝日を除く　９時から１７時まで

ご利用の際は、事前予約が必要です。予約は、上記相談受付番号へ
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愛媛県
窓口名

連絡先 089-985-4124（内線：2237)

FAX 089-985-4147

URL E-mail
233kenchiku@town.masaki.ehime.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 089-962-6010

FAX 089-962-4277

URL http://www.town.tobe.ehime.jp/ E-mail 065kensetsu@town.tobe.ehime.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0893-44-6157

FAX 0893-44-5140

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0894-38-2656

FAX 0894-38-1378

URL http://www.town.ikata.ehime.jp/ E-mail kensetsu@town.ikata.ehime.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0895-42-1111

FAX 0895-42-1119

URL E-mail
m-
kensetsu@town.matsuno.ehime.jp

相談日時

備考

松前町産業建設部まちづくり課計画建築係

住所
〒791-3192
伊予郡松前町大字筒井６３１

平日８：３０～１７：１５

耐震工事に関すること等

砥部町建設課

平日８時３０分から１７時１５分まで

伊方町役場建設課建築住宅室

住所
〒796-0301
愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

８時３０分から１７時１５分まで

住所
〒791-2195
伊予郡砥部町宮内１３９２番地

土・日・祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで

内子町建設デザイン課建築営繕係

住所
〒795-0392
愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地

松野町　建設環境課

住所
〒798-2192
愛媛県北宇和郡松野町大字松丸３４３番地

８時３０分～１７時１５分（土、日、祝祭日を除く）
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愛媛県
窓口名

連絡先
0895-72-7313（内線：２６０～２６
４)

FAX 0895-72-1214

URL E-mail

相談日時

備考

愛南町建設課

住所
〒798-4196
愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

土・日・祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで

住宅新築・リフォーム補助金制度に関すること
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	38愛媛県

