
青森県
窓口名

連絡先 0175-22-8581（内線：401)

FAX 0175-22-9540

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0173-35-2117

FAX 0173-35-9114

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 017-728-0226

FAX 017-728-0355

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-32-3801

FAX 0172-36-5360

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0176-23-4398

FAX 0176-23-4391

URL E-mail

相談日時

備考

青森県下北地域県民局地域整備部建築指導課

住所
〒035-0073
むつ市中央一丁目1-8

平日８時３０分から１７時１５分まで

青森県西北地域県民局地域整備部建築指導課

平日８時３０分から１７時１５分まで

青森県中南地域県民局地域整備部建築指導課

住所
〒036-8345
弘前市大字蔵主町4

平日８時３０分から１７時１５分まで

住所
〒037-0046
五所川原市字栄町10

平日８時３０分から１７時１５分まで

青森県東青地域県民局地域整備部建築指導課

住所
〒030-0943
青森市大字幸畑字唐崎76-4

青森県上北地域県民局地域整備部建築指導課

住所
〒034-0093
十和田市西十二番町20-12

平日８時３０分から１７時１５分まで
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青森県
窓口名

連絡先 0178-27-5157

FAX 0178-27-4715

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 017-752-8274（内線：4543)

FAX 017-752-9015

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 017-722-2326

FAX 017-722-2326

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-40-7053

FAX 0172-38-5866

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-34-3179

FAX 0172-35-2929

URL E-mail

相談日時

備考

青森県三八地域県民局地域整備部建築指導課

住所
〒039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田７

平日８時３０分から１７時１５分まで

青森市都市整備部建築指導課

平日８時３０分から１８時００分まで

弘前市建設部建築指導課

住所
〒036-8551
青森県弘前市大字上白銀町1-1

平日８時３０分から１７時００分まで

住所
〒030-8555
青森県青森市中央１－２２－５

平日８時３０分から１７時００分まで

青森市民消費生活センター

住所
〒030-0801
青森県青森市新町１－３－７

弘前市市民生活センター

住所
〒036-8003
青森県弘前市大字駅前町９－２０　ヒロロ３階

毎週火曜日～日曜日８時３０分から１７時まで
（毎週月曜日・１２月２９日～１月３日は休館日）
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青森県
窓口名

連絡先 0178-43-2148

FAX 0178-43-2256

URL
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kura
shikotsuuanzenka/kurashinoanzen_anshin/2/2/index.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0178-43-9216

FAX 0178-43-2256

URL
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kura
shikotsuuanzenka/kurashinoanzen_anshin/2/3/index.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-52-2111（内線：572)

FAX 0172-52-4990

URL E-mail
kuro-
kenchiku@city.kuroishi.aomori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0173-35-2111（内線：2653)

FAX 0173-35-3617

URL E-mail kentiku@city.goshogawara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0176-51-6738

FAX 0176-22-9599

URL E-mail

相談日時

備考

八戸市市民相談室（くらし交通安全課内）

住所
〒031-8686
八戸市内丸一丁目１－１

月曜日～金曜日　８：１５～１７：００（年末年始、祝日除く）

八戸市消費生活センター

平日８時１５分から１７時まで

五所川原市　建設部　建築住宅課

住所
〒037-8686
五所川原市字布屋町４１番地１

平日８時３０分～１７時１５分まで

住所
〒031-8686
八戸市内丸一丁目１－１

月曜日～金曜日　８：１５～１７：００（年末年始、祝日除く）

相談は電話又は直接来所により行っています。ＦＡＸやメールでは受け付けていませんのでご了承ください。

黒石市建設部都市建築課

住所
〒036-0389
黒石市境松一丁目1-1　境松庁舎2階

十和田市建設部都市整備建築課

住所
〒034-8615
青森県十和田市西十二番町６－１

平日：午前８時３０分から午後５時００分まで（正午から午後１時を除く）
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青森県
窓口名

連絡先 0176-53-5111（内線：281)

FAX 0176-52-7516

URL https://www.city.misawa.lg.jp E-mail
msw_sangyou@misawashi.aomori.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0175-22-1111（内線：2761～
2764)

FAX 0175-22-9718

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0173-42-2111（内線：381)

FAX 0173-42-9522

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-44-1111（内線：2233～4)

FAX 0172-43-5005

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 017-755-2116（内線：263～267)

FAX 017-755-5845

URL http://www.town.hiranai.aomori.jp/ E-mail kensetu@town.hiranai.aomori.jp

相談日時

備考

三沢市経済部産業観光課

住所
〒033-8666
三沢市桜町一丁目１－３８

月曜日から金曜日（祝祭日及び年末年始除く）
８時１５分から１７時まで（正午から１３時除く）

むつ市都市整備部住宅政策課

土・日・祭日を除く日、午前８時３０分から午後５時まで

平川市建設部建築住宅課

住所
〒036-0242
平川市猿賀南田１５－１

平日８：１５～１７：００まで

住所
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目８番１号

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

つがる市建設部建築住宅課

住所
〒038-3192
青森県つがる市木造若緑６１－１

平内町地域整備課

住所
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊６３番地

土・日・祝日を除き午前８時１５分から午後５時００分まで
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青森県
窓口名

連絡先 0174-35-3006

FAX 0174-35-2298

URL http://www.town.imabetsu.lg.jp/top.php E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0174-27-2111（内線：802)

FAX 0174-27-3255

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0174-31-1226

FAX 0174-31-1216

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0173-72-2111（内線：376)

FAX 0173-72-3933

URL E-mail kenchiku@town.ajigasawa.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0173-74-2111（内線：245)

FAX 0173-74-4415

URL E-mail

相談日時

備考

今別町産業建設課

住所
〒030-1502
青森県東津軽郡今別町大字今別字今別１６７

月曜日から金曜日（祝日は除く）午前９時から午後５時まで

住宅解体・リフォーム等における相談

蓬田村建設課建設班

月曜～金曜午前９：００～１２：００午後１３：００～１５：００

緊急の場合は、その都度相談を受け付けますが、担当が留守の場合がありますので、相談に来る場合は標
記電話番号に連絡してから、ご来庁下さるようお願いいたします。

鰺ヶ沢町役場建設管財課都市計画班

住所
〒038-2792
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸３２１

受付時間　午前８時１５分から午後５時まで（土・日・祝日を除く）

住所
〒030-1211
青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越１－３

平日８時３０分から１６時３０分まで

外ヶ浜町建設課

住所
〒030-1393
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋４４－２

深浦町建設水道課管理係

住所
〒038-2324
青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84の2

午前８時１５分から午後５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）
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青森県
窓口名

連絡先 0172-85-2111（内線：242)

FAX 0172-85-3040

URL https://www.nishimeya.jp/ E-mail
nishimeya-
kensetsu@vill.nishimeya.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0172-88-8285（内線：２２３２～２
２３３)

FAX 0172-75-2515

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-48-2111（内線：447)

FAX 0172-47-5000

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-58-2111（内線：232)

FAX 0172-58-4751

URL http://www.vill.inakadate.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0172-73-2111（内線：341)

FAX 0172-73-2120

URL E-mail
ita-
chiseika@town.itayanagi.aomori.jp

相談日時

備考

西目屋村建設課

住所
〒036-1492
青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田５７

平日８時１５分から１７時まで

藤崎町建設課

受付時間　午前９時００分～１１時３０分／午後１時００分～午後５時００分（土曜、日曜、祝日は受付を行い
ません。）

田舎館村建設課

住所
〒038-1113
南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻１２３－１

土曜、日曜日及び祝日並びに年末年始を除く午前９時から午後４時まで

住所
〒038-3803
青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１－１

土日祝祭日及び年末年始を除く平日午前８時１５分～午後５時迄

大鰐町建設課

住所
〒038-0292
青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館５－３

板柳町役場地域整備課

住所
〒038-3692
北津軽郡板柳町大字板柳字土井２３９－３

午前８時１５分～午後５時００分まで（土日・祭日は除く）
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青森県
窓口名

連絡先 0173-22-2111（内線：286)

FAX 0173-22-6007

URL E-mail doken@town.tsuruta.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0173-57-2111（内線：1916)

FAX 0173-57-3849

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0175-64-2111（内線：276)

FAX 0175-64-7510

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0176-62-6244

FAX 0176-62-6245

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0176-55-3111（内線：283)

FAX 0176-55-2884

URL http://www.town.rokunohe.aomori.jp E-mail
kensetuka@town.rokunohe.aomor
i.jp

相談日時

備考

鶴田町建設整備課

住所
〒038-3595
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬２００－１

土・日・祝日を除く毎日
午前８時３０分～午後５時（正午～午後１時を除く）

中泊町環境整備課

月曜日～金曜日（9時から16時まで）祝日は休み

七戸町役場建設課

住所
〒039-2592
上北郡七戸町字七戸３１－２

土、日、祝祭日、年末年始を除く平日で午前８時１５分から午後５時まで

住所
〒037-0392
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂２０９番地

平日８時１５分から１７時００分まで（１２時～１３時を除く）

野辺地町建設水道課　都市計画担当

住所
〒039-3131
上北郡野辺地町字野辺地１２３－１

六戸町役場建設下水道課

住所
〒039-2392
上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地６０

土、日・祝祭日・年末年始を除く平日
時間は、午前８時１５分から午後５時まで
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青森県
窓口名

連絡先 0175-78-2111（内線：343)

FAX 0175-78-2118

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0176-56-3111（内線：644)

FAX 0175-63-4347

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0175-72-8136

FAX 0175-72-2743

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0178-56-2111（内線：321)

FAX 0178-56-4264

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0175-37-2111（内線：252)

FAX 0175-37-4744

URL http://www.town.ooma.lg.jp/ E-mail kouta_matuyama@town.ooma.lg.jp

相談日時

備考

横浜町建設水道課

住所
〒039-4145
横浜町字寺下３５

平日の午前８時３０分から午後４時まで

東北町役場建設課

平日8時15分から17時まで

おいらせ町地域整備課

住所
〒039-2289
青森県上北郡おいらせ町上明堂60-6

平日８時１５分から１７時まで

住所
〒039-2492
青森県上北郡東北町上北南四丁目３２－４８４

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く
平日８時１５分から１７時まで

六ヶ所村政策推進課

住所
〒039-3212
六ヶ所村大字尾駮字野附475

大間町役場生活整備課

住所
〒039-4601
下北郡大間町大字大間字奥戸下道２０－４

土曜日、日曜日、祭日を除く平日　
午前８時３０分より午後５時まで
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青森県
窓口名

連絡先 0175-27-2111

FAX 0175-27-2130

URL http://www.vill.higashidoori.lg.jp/ E-mail kenchiku@vill.higashidoori.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0175-35-2111

FAX 0175-35-2403

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0175-38-2111（内線：64)

FAX 0175-38-2492

URL http://www.sai.e-shimokita.jp E-mail sai_sanken@vill.sai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0179-20-1154（内線：2318)

FAX 0179-20-1112

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0178-62-2111（内線：253)

FAX 0178-62-2215

URL E-mail
toshikeikaku@town.gonohe.aomor
i.jp

相談日時

備考

東通村建築住宅課

住所
〒039-4292
青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内　５－３４

午前８時１５分から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日：年末年始のそれぞれ３日間含む、を除く）

風間浦村産業建設課

平日午前８時１５分から午後５時００分まで（土日祝祭日・年末年始休み）

建築士等の技術専門職員は不在ですので、相談できる関係機関を紹介いたします。

三戸町役場　建設課

住所
〒039-0132
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町４３

平日午前８時１５分から午後５時まで（祝祭日・土日休み）

住所
〒039-4502
青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目２８－５

平日（月~金）９：００~１６：００
祝祭日及び年末年始を除く

佐井村産業建設課　建設・水道係

住所
〒039-4711
青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森２０番地

五戸町都市計画課　都市計画班

住所
〒039-1513
五戸町字古舘２１－１

８時１５分～１７時（但し、土日、祝祭日、年末年始を除く）
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青森県
窓口名

連絡先 0179-32-3111（内線：308)

FAX 0179-32-4294

URL E-mail takko0403a@town.takko.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0178-38-5966（内線：232)

FAX 0178-38-5976

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0178-88-2120

FAX 0178-88-2117

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0178-78-2111（内線：202)

FAX 0178-78-2118

URL http://www.vill.shingo.aomori.jp/ E-mail

相談日時

備考

田子町役場建設課

住所
〒039-0292
青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平８１

平日８時１５分～１７時（土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始を除く）

南部町役場　建設課

平日　午前８時１５分から午後５時まで（祝祭日・土日休み）

新郷村役場　企画商工観光課

住所
〒039-1801
三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10

平日8：15～17：00
（但し、12月29日～1月3日を除く）

住所
〒039-0592
南部町大字平字広場28-1

平日　午前８時１５分から午後５時まで（祝祭日・土日休み）

階上町建設課都市計画グループ

住所
〒039-1201
階上町大字道仏字天当平1-87

10

http://www.town.hashikami.lg.jp/
http://www.vill.shingo.aomori.jp/
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