
山形県
窓口名

連絡先 023-621-8235

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0235-66-5642

FAX 0235-66-3898

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0235-22-2832

FAX 0235-22-3370

URL http://www11.ocn.ne.jp/~t-kenrou/index.html E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0234-35-2880

FAX 0234-35-2881

URL http://www.akumi-kenso.com/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-22-4577

FAX 0233-22-4545

URL
http://www.mogami-
yurikago.net/hp/kennsetukumiai/index.html

E-mail

相談日時

備考

山形県村山総合支庁建設部建築課

住所
〒990-2492
山形県山形市鉄砲町二丁目19-68

平日の午前８時３０分から午後５時１５分

山形県庄内総合支庁建設部建築課

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

酒田飽海建設総合組合

住所
〒998-0006
酒田市ゆたか三丁目７－１２

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

住所
〒997-1392
三川町大字横山字袖東１９－１

平日午前８時３０分から午後５時１５分

田川建設労働組合

住所
〒997-0047
鶴岡市大塚町２６－１３

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

新庄最上建設総合組合

住所
〒996-0001
新庄市五日町１１９３－２

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。
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山形県
窓口名

連絡先 0237-35-2323

FAX 0237-53-2331

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-88-5424

FAX 0238-88-5424

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 023-630-2645

FAX 023-630-2639

URL http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180025/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 023-666-7702

FAX 023-681-6607

URL http://www.kensetu-yamagata.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-29-1418

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

北村山建設総合組合

住所
〒999-4111
大石田町大字大石田丁92-10

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

長井白鷹建設組合

平日の午前８時３０分から午後５時１５分

山形県建設労働組合連合会

住所
〒990-0821
山形市北町三丁目１番７号

平日の午前９時から正午まで、午後１時から５時まで

住所
〒993-0051
長井市幸町７－１４

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

山形県県土整備部建築住宅課

住所
〒990-8570
山形市松波2-8-1

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

山形県最上総合支庁建設部建築課

住所
〒996-0002
山形県新庄市金沢字大道上2034

平日の午前８時３０分から午後５時１５分
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山形県
窓口名

連絡先 0238-35-9054

FAX 0238-24-7994

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 023-647-0780

FAX 023-646-7099

URL http://www.yamagatasumai.com/ E-mail qa-info@yamagatasumai.com

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-21-3360

FAX 0238-21-3361

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-84-3951

FAX 0237-84-3504

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-53-2870

FAX 0237-53-2870

URL E-mail

相談日時

備考

山形県置賜総合支庁建設部建築課

住所
〒992-0012
米沢市金池７－１－５０

平日午前８時３０分から午後５時１５分

山形県すまい情報センター

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

寒河江市建設総合組合

住所
〒991-0004
寒河江市西根北町９－１５

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

住所
〒990-8580
山形県山形市城南町1-1-1　霞城セントラル　Aエレベーター
22F

月曜日を除く１０時から１８時００分

米沢建築組合連合会

住所
〒992-0044
米沢市春日四丁目２－１００

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

村山市建設労働組合

住所
〒995-0021
村山市楯岡楯６－８

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。
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山形県
窓口名

連絡先 023-653-2633

FAX 023-653-2633

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-43-3309

FAX 0238-43-3338

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-62-5858

FAX 0238-62-5858

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-62-5639

FAX 0237-62-5639

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-72-5211

FAX 0237-72-2880

URL http://www.hinanet.ne.jp/~k-ginou/kumiai.htm E-mail

相談日時

備考

天童建設総合組合

住所
〒994-0031
天童市天童中一丁目６－２３

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

南陽市建設連合組合

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

大江町総合建設組合

住所
〒990-1163
山形県西村山郡大江町大字藤田字西原577-6

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

住所
〒999-2232
南陽市三間通４２０－１

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

小国町建築組合

住所
〒999-1356
山形県西置賜郡小国町あけぼの２丁目７－２

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

河北町建設綜合組合

住所
〒999-3513
山形県西村山郡河北町谷地字所岡１４２－２

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。
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山形県
窓口名

連絡先 0237-67-2708

FAX 0237-67-2708

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-74-3135

FAX 0237-74-3110

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-52-2531

FAX 0238-52-0577

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-72-3000

FAX 0238-72-2004

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先
023-641-1212（内線：476・478・
479)

FAX 023-624-9902

URL http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp E-mail
shido@city.yamagata-
yamagata.lg.jp

相談日時

備考

朝日町建設総合組合

住所
〒990-1552
山形県西村山郡朝日町大字常盤い３－５

午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

西川町総合建設組合

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

飯豊町商工会建築部会

住所
〒999-0604
山形県西置賜郡飯豊町大字椿２８８８－２０

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

住所
〒990-0702
山形県西村山郡西川町大字海味４７５－８

平日の午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

高畠町建設組合

住所
〒992-0351
山形県東置賜郡高畠町大字高畠６８８－１０

担当者が不在の場合がありますので、予約してからお越しください。

山形市 まちづくり推進部 建築指導課

住所
〒990-8540
山形市旅篭町二丁目３番２５号

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで
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山形県
窓口名

連絡先
0238-22-5111（内線：5301・
5302・5305)

FAX 0238-24-4541

URL http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/ E-mail
kenchiku@city.yonezawa.yamagat
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0235-25-2111（内線：457)

FAX 0235-25-2131

URL http://www.city.tsuruoka.lg.jp/ E-mail
kenchiku@city.tsuruoka.yamagat
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0234-26-5749

FAX 0234-26-6482

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-22-2111（内線：523)

FAX 0233-22-2673

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-86-2111（内線：３３３)

FAX 0237-86-7100

URL http://www.city.sagae.yamagata.jp/ E-mail kensetu@city.sagae.yamagata.jp

相談日時

備考

米沢市建設部都市整備課

住所
〒992-8501
山形県米沢市金池五丁目2番25号

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

鶴岡市建設部建築課建築指導係

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

新庄市都市整備課　建築住宅室

住所
〒996-8501
山形県新庄市沖の町１０番３７号

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時まで（祝祭日と１２月２９日～１月３日を除く）

住所
〒997-8601
鶴岡市馬場町９－２５

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

酒田市建設部建築課確認審査係

住所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号

寒河江市建設管理課

住所
〒991-8601
寒河江市中央一丁目９番４５号

平日　午前８時３０分～午後５時１５分
（１２時から１時を除く）
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山形県
窓口名

連絡先 023-672-1111

FAX 023-672-1112

URL http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-55-2111（内線：232)

FAX 0237-55-6472

URL http://www.city.murayama.yamagata.jp/ E-mail kensetsu@city.murayama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-87-0863（内線：526・527)

FAX 0238-84-5969

URL http://www.city.nagai.yamagata.jp E-mail kensetsu@city.nagai.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 023-654-1111（内線：417・418)

FAX 023-653-0714

URL http://www.city.tendo.yamagata.jp E-mail
kensetu-
t@city.tendo.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-42-1111（内線：2726)

FAX 0237-43-1151

URL E-mail
kensetu@city.higashine.yamagata
.jp

相談日時

備考

山形県上山市建設課

住所
〒999-3192
上山市河崎一丁目１－１０

平日の９時から１７時まで（１２時～１３時を除く）

村山市建設課

受付時間　９時００分～１１時３０分／１３時００分～１７時００分
（土曜、日曜、祝日等は受付を行いません。）

山形県天童市建設部建設課

住所
〒994-8510
天童市老野森１－１－１

平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒995-8666
村山市中央１－３－６

平日　午前８時３０分から１２時まで
　　　午後１時から５時まで

長井市建設課

住所
〒993-8601
山形県長井市ままの上５番１号

東根市建設部建設課

住所
〒999-3711
東根市中央一丁目１番１号

平日　午前８時３０分～午後５時
（１２時から１時を除く）

7

http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
http://www.city.murayama.yamagata.jp/
http://www.city.nagai.yamagata.jp/
http://www.city.tendo.yamagata.jp/


山形県
窓口名

連絡先 0237-22-1111（内線：289)

FAX 0237-24-0323

URL http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/ E-mail
kensetsu@city.obanazawa.yamag
ata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-40-3211（内線：325)

FAX 0238-40-3422

URL http://www.city.nanyo.yamagata.jp E-mail kensetsu@city.nanyo.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 023-667-1113

FAX 023-667-1112

URL E-mail
kensetu@town.yamanobe.yamaga
ta.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 023-662-2116

FAX 023-662-5176

URL E-mail
kensetu@town.nakayama.yamaga
ta.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-73-2111（内線：252)

FAX 0237-72-7333

URL http://www.town.kahoku.yamagata.jp/main.html E-mail toshi@hinanet.ne.jp

相談日時

備考

尾花沢市建設課都市住宅係

住所
〒999-4292
山形県尾花沢市若葉町一丁目１番３号

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

山形県南陽市建設課

平日午前８時３０分から午後５時まで
（１２時から１時を除く）

中山町建設課

住所
〒990-0401
東村山郡中山町長崎１２０

平日午前８時３０分～午後５時
（１２時から１時を除く）

住所
〒999-2292
南陽市三間通４３６－１

平日午前８時３０分から午後５時１５分

山形県東村山郡山辺町建設課

住所
〒990-0392
東村山郡山辺町緑が丘５

河北町都市整備課

住所
〒999-3511
山形県西村山郡河北町谷地戊８１

平日午前８時半～１２時　及び　午後１時～午後５時
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山形県
窓口名

連絡先 0237-74-4120

FAX 0237-74-4412

URL https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/ E-mail
kanri@town.nishikawa.yamagata.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-67-2115（内線：234)

FAX 0237-67-2117

URL http://www.town.asahi.yamagata.jp E-mail kensui@town.asahi.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-62-2116

FAX 0237-62-4736

URL http://www.town.oe.yamagata.jp/ E-mail kensetsu@town.oe.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0237-35-2111（内線：２３２)

FAX 0237-35-2118

URL http://www.town.oishida.yamagata.jp E-mail info@town.oishida.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-52-2111（内線：406)

FAX 0233-52-2004

URL E-mail
keikan@town.kaneyama.yamagat
a.jp

相談日時

備考

西川町建設水道課

住所
〒990-0702
山形県西村山郡西川町大字海味４８２－９

平日の午前８時３０分～午後０時、午後１時～午後５時１５分

朝日町建設水道課

平日午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時

大石田町建設課

住所
〒999-4112
山形県北村山郡大石田町緑町１番地

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日除く）

住所
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿１１１５

８時３０分から１７時１５分まで（１２時から１３時を除く）

大江町建設水道課

住所
〒990-1101
大江町大字左沢８８２－１

金山町産業課

住所
〒999-5402
山形県最上郡金山町大字金山３２４－１

平日９時から１２時　１３時から１７時

相談者が不在の場合があるため、予約してからきてください。
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https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/
http://www.town.asahi.yamagata.jp/
http://www.town.oe.yamagata.jp/
http://www.town.oishida.yamagata.jp/


山形県
窓口名

連絡先 0233-43-2111（内線：242)

FAX 0233-43-2345

URL http://mogami.tv/ E-mail kensetsu2@mogami.tv

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-32-2111（内線：441)

FAX 0233-32-3225

URL http://www.town.funagata.yamagata.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-62-2111（内線：277)

FAX 0233-62-2731

URL http://www.yume-net.org/ E-mail
kensetsu@town.mamurogawa.ya
magata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0233-75-2111（内線：223)

FAX 0233-75-2231

URL E-mail ijikanri@vill.ohkura.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0233-55-2111（内線：２７４・２７
５)

FAX 0233-55-3269

URL http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp E-mail
nouson@vill.sakegawa.yamagata.j
p

相談日時

備考

最上町建設課

住所
〒999-6101
山形県最上郡最上町大字向町６４４

平日午前８時３０分～正午　及び　午後１時～午後５時

舟形町地域整備課

月曜日から金曜日の午前９：００から午後５：００まで

大蔵村地域整備課（維持管理係）

住所
〒996-0212
山形県最上郡大蔵村大字清水２５２８番地

平日午前8時30分～午後5時

住所
〒999-4601
山形県最上郡舟形町舟形２６３

平日の午前８時３０分から正午、午後１時から午後５時１５分

真室川町建設課

住所
〒999-5312
山形県最上郡真室川町大字新町１２７－５

鮭川村農村整備課

住所
〒999-5292
山形県最上郡鮭川村大字佐渡２００３－７

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで
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http://mogami.tv/
http://www.town.funagata.yamagata.jp/
http://www.yume-net.org/
http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/


山形県
窓口名

連絡先 0233-72-2547

FAX 0233-72-2116

URL http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/ E-mail tozawa@vill.tozawa.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-52-4481

FAX 0238-52-1543

URL http://www.town.takahata.yamagata.jp/ E-mail
kensetu@town.takahata.yamagat
a.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-42-6647（内線：510)

FAX 0238-42-3800

URL http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/ E-mail
chiikensetsu@town.kawanishi.ya
magata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-62-2431（内線：369)

FAX 0238-62-5464

URL http://www.town.oguni.yamagata.jp/ E-mail seibi@town.oguni.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0238-85-2111（内線：442)

FAX 0238-85-2509

URL http://www.town.shirataka.yamagata.jp/ E-mail
kensetu@so.town.shirataka.yama
gata.jp

相談日時

備考

戸沢村建設水道課（建設係）

住所
〒999-6401
山形県最上郡戸沢村大字古口２７０

月曜日～金曜日　午前８：３０～午後５：１５

高畠町建設課

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

担当者が不在の場合があるため、事前にご連絡いただいてからご来庁ください。

小国町　地域整備課　建設管理室　建設管理担当

住所
〒999-1363
山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町二丁目７０番地

月曜～金曜
午前８時３０分～午後５時１５分

住所
〒992-0392
高畠町大字高畠４３６

午前８時半から正午まで、午後１時から５時まで

川西町地域整備課

住所
〒999-0193
川西町大字上小松1567番地

白鷹町建設水道課

住所
〒992-0892
西置賜郡白鷹町大字荒砥甲８３３

平日
午前８時３０分から午後５時まで
（１２時から１時を除く）
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http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/
http://www.town.takahata.yamagata.jp/
http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/
http://www.town.oguni.yamagata.jp/
http://www.town.shirataka.yamagata.jp/


山形県
窓口名

連絡先 0238-72-2111（内線：159)

FAX 0238-72-3827

URL http://www.town.iide.yamagata.jp E-mail
i-
kensetsu@town.iide.yamagata.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0235-35-7036

FAX 0235-66-3139

URL http://www.town.mikawa.yamagata.jp/ E-mail
kankyo@town.mikawa.yamagata.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0234-42-0860

FAX 0234-42-0190

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0234-72-5883

FAX 0234-72-3318

URL http://www.town.yuza.yamagata.jp/ E-mail kanri@town.yuza.yamagata.jp

相談日時

備考

飯豊町地域整備課建設室

住所
〒999-0696
西置賜郡飯豊町大字椿2888

午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

担当者が不在の場合があるため、事前に予約の上お越し下さい。

三川町建設環境課建設環境係

平日午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時

遊佐町地域生活課

住所
〒999-8301
飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴２１１

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

住所
〒997-1301
三川町大字横山字西田８５

平日　８：３０から１７：１５

庄内町役場建設課

住所
〒999-7781
庄内町余目字町１３２－１
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http://www.town.iide.yamagata.jp/
http://www.town.mikawa.yamagata.jp/
http://www.town.shonai.lg.jp/
http://www.town.yuza.yamagata.jp/

	06山形県

