
岩手県
窓口名

連絡先 019-629-6650

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0194-22-3116

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-23-9209

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0194-53-4990

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0193-64-2221

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター建築指導課

住所
〒027-0072
宮古市五月町１－２０

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県県北広域振興局土木部建築指導課

住所
〒028-8042
久慈市八日町１－１

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

住所
〒027-0501
下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋２４－３

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県県北広域振興局土木部二戸土木センター建築指導課

住所
〒028-6103
二戸市石切所字荷渡６－３

岩手県盛岡広域振興局土木部住宅課

住所
〒020-0023
盛岡市内丸１１－１

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター建築指導課
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岩手県
窓口名

連絡先 0193-25-2708

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0192-27-9919

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0191-26-1418

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0197-65-2738

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0198-62-9938

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

岩手県県南広域振興局土木部遠野土木センター建築指導課

住所
〒028-0525
遠野市六日町１－２２

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県県南広域振興局土木部北上土木センター建築指導課

住所
〒024-0095
北上市芳町２－８

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

住所
〒022-8502
大船渡市猪川町字前田６－１

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県県南広域振興局土木部一関土木センター建築指導課

住所
〒021-8503
一関市竹山町７－５

岩手県沿岸広域振興局土木部建築指導課

住所
〒026-0043
釜石市新町６－５０

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター建築指導課
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岩手県
窓口名

連絡先 0198-22-4971

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0197-22-2882

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 019-629-5934

FAX 019-651-4160

URL https://www.pref.iwate.jp/soshiki/kendo/1016075.html E-mail ag0009@pref.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 019-626-7533

FAX 019-622-6211

URL http://www.city.morioka.iwate.jp/ E-mail
kenchikujyutaku@city.morioka.iw
ate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0193-62-2111（内線：3219・3222)

FAX 0193-63-9115

URL http://www.city.miyako.iwate.jp/ E-mail
kenchikujyuutaku@city.miyako.iw
ate.jp

相談日時

備考

宮古市都市整備部建築住宅課

住所
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜、日曜、祝日は除く）

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

盛岡市建設部建築住宅課

住所
〒020-8530
盛岡市内丸１２－２

土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く９：００～１７：００

住所
〒023-0053
奥州市水沢区大手町１－２

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県県土整備部建築住宅課

住所
〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1

岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課

住所
〒025-0075
花巻市花城町１－４１

土・日・祝祭日・年末年始を除く８：３０～１７：１５

岩手県県南広域振興局土木部建築指導課
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岩手県
窓口名

連絡先 0192-27-3111（内線：322)

FAX 0192-27-8879

URL https://www.city.ofunato.iwate.jp/ E-mail ofu_ju-ko@city.ofunato.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0198-24-2111（内線：543・549)

FAX 0198-22-6846

URL http://www.city.hanamaki.iwate.jp/ E-mail kenchiku@city.hanamaki.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0197-72-8277

FAX 0197-77-2992

URL http://www.city.kitakami.iwate.jp/ E-mail toshi@city.kitakami.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0194-52-2120

FAX 0194-52-3653

URL https://www.city.kuji.iwate.jp/ E-mail kensetu@city.kuji.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0198-62-2111

FAX 0198-62-2148

URL https://www.city.tono.iwate.jp E-mail

相談日時

備考

遠野市環境整備部まちづくり推進課

住所
〒028-0592
遠野市中央通り９番１号

平日８時３０分～１７時１５分

平日８時３０分～１７時１５分

久慈市建設部建設企画課

住所
〒028-8030
久慈市川崎町１番１号

土・日・祝祭日・年末年始を除く
８：３０～１２：００、１３：００～：１７：１５

住所
〒025-8601
花巻市花城町９－３０

平日８時３０分～１７時１５分

北上市都市整備部都市計画課

住所
〒024-8502
北上市上江釣子１７地割２０１番地２

大船渡市都市整備部住宅管理課

住所
〒022-8501
大船渡市盛町字宇津野沢１５

平日８時３０分～１７時１５分

花巻市建設部建築住宅課
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岩手県
窓口名

連絡先 0191-21-2111（内線：8547)

FAX 0191-21-8800

URL https://www.city.ichinoseki.iwate.jp E-mail toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0192-54-2111（内線：444)

FAX 0192-54-3888

URL http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/ E-mail
kensetu@city.rikuzentakata.iwate
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0193-22-2111（内線：435)

FAX 0193-22-3606

URL http://www.city.kamaishi.iwate.jp E-mail tosi@city.kamaishi.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-23-0183（内線：863)

FAX 0195-25-0185

URL http://www.city.ninohe.iwate.jp/ E-mail tosikeikaku@city.ninohe.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-74-2111

FAX 0195-74-2102

URL http://www.city.hachimantai.lg.jp/ E-mail
kensetsuka@city.hachimantai.lg.j
p

相談日時

備考

八幡平市建設課

住所
〒028-7397
八幡平市野駄第２１地割１７０番地

平日８時３０分～１７時１５分

土日祝祭日、年末年始を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

二戸市建設整備部都市計画課

住所
〒028-6103
二戸市石切所字荷渡６番地３

平日８時３０分～１７時１５分

住所
〒029-2292
陸前高田市高田町字下和野100

土・日・祝祭日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分

釜石市建設部都市計画課

住所
〒026-8686
釜石市只越町3-9-13

一関市建設部都市整備課

住所
〒021-8501
一関市竹山町7番2号

受付時間　午前８時３０分～１２時／午後１時００分～５時００分（土曜、日曜、祝日を除きます）

陸前高田市建設部建設課
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岩手県
窓口名

連絡先 0195-74-2111（内線：1303)

FAX 0195-74-2102

URL http://www.city.hachimantai.lg.jp/ E-mail
kensetsuka@city.hachimantai.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0197-34-1665（内線：2242)

FAX 0197-35-2623

URL https://www.city.oshu.iwate.jp/ E-mail toshikei@city.oshu.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 019-656-6542（内線：4515)

FAX 019-684-2158

URL http://www.city.takizawa.iwate.jp/ E-mail tosikei@city.takizawa.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 019-692-6406

FAX 019-692-2130

URL http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/ E-mail
chiikiseibi@town.shizukuishi.iwate
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-66-2111（内線：243)

FAX 0195-66-2468

URL http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/ E-mail
kuzumaki0701@town.kuzumaki.iw
ate.jp

相談日時

備考

葛巻町建設水道課

住所
〒028-5495
葛巻町葛巻１６－１－１

平日８時３０分～１７時１５分

平日午前８時３０分～午後５時１５分

雫石町地域整備課

住所
〒020-0595
雫石町千刈田５－１

平日８時３０分～１７時１５分

住所
〒023-1192
奥州市江刺大通り１番８号

平日８時３０分～１７時１５分

滝沢市都市整備部都市政策課

住所
〒020-0692
滝沢市中鵜飼５５番地

八幡平市建設課

住所
〒028-7397
八幡平市野駄２１地割１７０番地

平日８時３０分～１７時１５分

奥州市都市整備部都市計画課
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http://www.city.hachimantai.lg.jp/
https://www.city.oshu.iwate.jp/
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岩手県
窓口名

連絡先 0195-62-2111（内線：325)

FAX 0195-62-2152

URL http://www.town.iwate.iwate.jp/ E-mail kensetu3@town.iwate.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 019-672-2111（内線：2141)

FAX 019-672-2311

URL http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/3/2/index.html E-mail toshikei@town.shiwa.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 019-611-2631

FAX 019-611-2629

URL https://www.town.yahaba.iwate.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0197-82-3288

FAX 0197-82-3270

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0197-42-2111

FAX 0197-42-4530

URL http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ E-mail
kensetsu@town.kanegasaki.iwate.
jp

相談日時

備考

金ケ崎町都市建設課

住所
〒029-4592
金ケ崎町西根南町２２－１

平日８時３０分～１７時００分

８：３０～１２：００／１３：００～１７：１５
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

西和賀町建設課

住所
〒029-5512
西和賀町川尻４０地割４０番地７１

平日８時３０分～１７時１５分

住所
〒028-3392
紫波町紫波中央駅前2-3-1

平日８時３０分～１７時１５分

矢巾町道路住宅課

住所
〒028-3692
矢巾町大字南矢幅１３－１２３

岩手町建設課

住所
〒028-4395
岩手町大字五日市１０－４４

平日８時３０分～１７時１５分

紫波町建設部都市計画課
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岩手県
窓口名

連絡先 0191-46-5569

FAX 0191-46-3080

URL http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/ E-mail kensetsu@town.hiraizumi.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0192-46-2111（内線：154)

FAX 0192-46-2489

URL http://www.town.sumita.iwate.jp/ E-mail kensetu@town.sumita.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0193-42-8719

FAX 0193-42-3858

URL http://www.town.otsuchi.iwate.jp/ E-mail jutaku@town.otsuchi.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0193-82-3111

FAX 0193-82-4989

URL http://www.town.yamada.iwate.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0194-22-2111（内線：538)

FAX 0194-22-3903

URL http://www.town.iwaizumi.iwate.jp/ E-mail

相談日時

備考

岩泉町地域整備課住宅対策室

住所
〒027-0595
岩泉町岩泉字惣畑５９－５

平日８時３０分～１７時１５分

平日８時３０分～１７時１５分

山田町都市計画課

住所
〒028-1392
山田町八幡町３番２０号

平日８時３０分～１７時１５分

住所
〒029-2396
住田町世田米字川向８８－１

平日８時３０分～１７時１５分

大槌町環境整備課

住所
〒028-1192
大槌町上町１番３号

平泉町建設水道課

住所
〒029-4192
平泉町平泉字志羅山４５－２

平日８時３０分～１７時１５分

住田町建設課
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http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/
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岩手県
窓口名

連絡先 0194-34-2113

FAX 0194-34-2632

URL http://www.vill.tanohata.iwate.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0194-35-2116

FAX 0194-35-3017

URL http://www.vill.fudai.iwate.jp/ E-mail f-kensetsu@vill.fudai.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-46-2111（内線：242)

FAX 0195-46-2335

URL http://www.town.karumai.iwate.jp/ E-mail chiikiseibi@town.karumai.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0194-78-2926（内線：125)

FAX 0194-78-3995

URL http://www.vill.noda.iwate.jp/ E-mail sangyo_suisan@vill.noda.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-42-2111（内線：214)

FAX 0195-41-1005

URL https://www.vill.kunohe.iwate.jp/ E-mail

相談日時

備考

九戸村IJU戦略室

住所
〒028-6502
九戸村大字伊保内10－11－6

平日　８時30分～12時00分
　　　13時00分～17時30分

８時３０分から１７時１５分（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は除きます）

野田村産業振興課

住所
〒028-8201
野田村大字野田第２０地割１４番地

平日８時３０分～１７時１５分

住所
〒028-8392
普代村第９地割字銅屋１３番地２

平日８時３０分～１７時１５分

軽米町地域整備課

住所
〒028-6302
軽米町大字軽米１０－８５

田野畑村地域整備課

住所
〒028-8407
田野畑村田野畑１４３－１

平日８時３０分～１７時１５分

普代村建設水産課
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岩手県
窓口名

連絡先 0194-65-5916

FAX 0194-65-4334

URL http://www.town.hirono.iwate.jp/ E-mail suisho@town.hirono.iwate.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0195-33-2111（内線：281・282)

FAX 0195-33-3770

URL http://www.town.ichinohe.iwate.jp/ E-mail SEIBI@town.ichinohe.iwate.jp

相談日時

備考

住所
〒028-5311
一戸町高善寺字大川鉢２４－９

平日８時３０分～１７時１５分

洋野町水産商工課

住所
〒028-7995
洋野町種市２３‐２７

平日８時３０分～１７時１５分

一戸町建設部地域整備課
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