
栃木県
窓口名

連絡先 028-623-2484

FAX 028-623-2489

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/ E-mail jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 028-632-2735

FAX 028-639-0614

URL http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ E-mail u1605@city.utsunomiya.tochigi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0284-20-2170（内線：1602)

FAX 0284-20-2200

URL http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/ E-mail k-shidou@city.ashikaga.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0282-21-2452（内線：452)

FAX 0282-21-2676

URL http://www.city.tochigi.lg.jp/ E-mail jyutaku@city.tochigi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0283-20-3103（内線：1567・
1583・1586)

FAX 0283-20-3035

URL
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/kenchikujutak
uka/gyomuannai/sumai/index.html

E-mail kenchikujyutaku@city.sano.lg.jp

相談日時

備考

栃木県県土整備部住宅課

住所
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

宇都宮市都市整備部住宅課

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）

栃木市都市建設部建築住宅課

住所
〒328-8686
栃木県栃木市万町９－２５

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

住所
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭１－１－５

偶数月の第４金曜日
午後１時３０分～４時３０分（予約制）

会場：宇都宮市役所会議室など、料金：無料、相談員：（社）栃木県建築士会宇都宮支部、申込：該当月の月
初めから、電話番号028-632-2735で受け付けます。

足利市都市建設部建築指導課

住所
〒326-8601
栃木県足利市本城三丁目２１４５

佐野市都市建設部建築住宅課

住所
〒327-8501
佐野市高砂町１番地

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

相談窓口の紹介およびパンフレット等の配布
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栃木県
窓口名

連絡先 0289-63-2217（内線：213004)

FAX 0289-63-2274

URL
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0004/info-0000003668-
0.html

E-mail kenchiku@city.kanuma.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0288-21-5164

FAX 0288-21-5176

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0285-22-9214

FAX 0285-22-9685

URL http://www.city.oyama.tochigi.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0285-83-8150

FAX 0285-83-6240

URL https://www.city.moka.lg.jp/ E-mail kensetsu@city.moka.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0287-23-8724

FAX 0287-23-8799

URL http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/ E-mail juutaku@city.ohtawara.tochigi.jp

相談日時

備考

鹿沼市都市建設部建築課

住所
〒322-8601
鹿沼市今宮町１６８８－１

月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分（祝祭日除く）

日光市建設部建築住宅課

月曜日～金曜日　午前９時～午後５時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

真岡市建設部建設課

住所
〒321-4395
栃木県真岡市荒町５１９１

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

住所
〒321-1292
栃木県日光市今市本町１番地

祝祭日除く月曜日～金曜日の執務時間中
　8時30分～17時15分(ただし、12時から13時を除く)

小山市建設水道部建築課

住所
〒323-8686
栃木県小山市中央町１－１－１

大田原市建設水道部　建築住宅課　住宅政策係

住所
〒324-8641
大田原市本町１丁目４番１号

月曜日～金曜日の８時３０分～１７時１５分
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栃木県
窓口名

連絡先 0287-43-6212

FAX 0287-43-9790

URL http://www.city.yaita.tochigi.jp E-mail kensetu01@city.yaita.tochigi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0287-62-7160

FAX 0287-62-7224

URL https://www.city.nasushiobara.lg.jp/ E-mail toshiseibi@city.nasushiobara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 028-681-1120

FAX 028-681-1482

URL http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/ E-mail
toshiseibi@city.tochigi-
sakura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0287-88-7118

FAX 0287-88-0572

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0285-32-8909（内線：31003)

FAX 0285-32-8612

URL E-mail
toshikeikaku@city.shimotsuke.lg.j
p

相談日時

備考

矢板市建設課

住所
〒329-2192
栃木県矢板市本町５－４

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

相談窓口の紹介およびパンフレット等の配布

那須塩原市建設部都市整備課

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝日、年末年始は除く）

那須烏山市都市建設課管理グループ

住所
〒321-0595
那須烏山市大金２４０

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日、年末年始除く）

住所
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
（土曜日、日曜日、祝日、12/29～1/3を除く）

相談窓口の紹介およびパンフレット等の配布

さくら市建設部都市整備課

住所
〒329-1392
さくら市氏家２７７１番地

下野市建設水道部都市計画課

住所
〒329-0492
栃木県下野市笹原26番地

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）

相談窓口のご紹介およびパンフレット等の配布
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栃木県
窓口名

連絡先 0285-56-9145

FAX 0285-56-6868

URL https://www.town.kaminokawa.lg.jp/ E-mail
kenchiku01@town.kaminokawa.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0285-72-8842

FAX 0285-72-6393

URL E-mail kensetu@town.mashiko.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0285-63-5621

FAX 0285-63-5601

URL E-mail kennsetu@town.motegi.tochigi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0285-68-1117（内線：181・182)

FAX 0285-68-1167

URL http://www.town.ichikai.tochigi.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 028-677-6020（内線：151)

FAX 028-677-6088

URL E-mail
toshikeikaku@town.tochigi-
haga.lg.jp

相談日時

備考

上三川町建築課

住所
〒329-0696
栃木県河内郡上三川町しらさぎ１－１

月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

益子町産業建設部建設課

月～金曜日 AM8:30～PM5:15
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は除く)

市貝町建設課都市計画係

住所
〒321-3493
栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280

月曜日～金曜日　　午前8時30分～午後5時15分(土日・祝祭日・年末年始は除く)

住所
〒321-4293
芳賀郡益子町大字益子2030番地

午前８：３０～午後５：１５
（土・日・祝祭日・年末年始は除く）

茂木町建設課

住所
〒321-3598
芳賀郡茂木町大字茂木１５５

芳賀町建設産業部都市計画課都市計画係

住所
〒321-3392
栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は除く）
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栃木県
窓口名

連絡先 0282-81-1853

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0280-57-4161（内線：4161)

FAX 0280-57-3945

URL http://www.town.nogi.lg.jp E-mail toshiseibi@town.nogi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0287-45-1114

FAX 0287-45-1123

URL http://www.town.shioya.tochigi.jp/ E-mail kensui@town.shioya.tochigi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 028-675-8107

FAX 028-675-8114

URL http://www.town.takanezawa.tochigi.jp/ E-mail
tosikei2@town.takanezawa.tochig
i.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0287-72-6955（内線：261)

FAX 0287-72-1900

URL http://www.town.nasu.lg.jp/ E-mail teijyu@town.nasu.lg.jp

相談日時

備考

壬生町建設部都市計画課

住所
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3841-1

午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

野木町産業建設部都市整備課都市開発係

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

相談窓口の紹介およびパンフレット等の配布

高根沢町都市整備課

住所
〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末２０５３番地

月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時を除く）

住所
〒329-0195
下都賀郡野木町丸林571

月曜日～金曜日　午前８時３０～午後５時１５分

増改築相談員名簿（公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター登録事業者）の閲覧対応

塩谷町　建設水道課

住所
〒329-2292
栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741番地

リフォームの専門相談員はいません。

那須町ふるさと定住課

住所
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙３―１３

午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）

相談窓口の紹介およびパンフレット等の配布
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栃木県
窓口名

連絡先 0287-92-1118

FAX 0287-92-0525

URL http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/ E-mail
kkanri@town.tochigi-
nakagawa.lg.jp

相談日時

備考

那珂川町建設課

住所
〒324-0692
栃木県那須郡那珂川町馬頭５５５

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く）※毎週水曜日は午後６時まで
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	09栃木県

