
愛知県
窓口名

連絡先 052-962-5100

FAX 052-972-6001

URL
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000031169
.html

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 052-242-4555

FAX

URL
https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000032278.htm
l

E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0532-51-2588

FAX 0532-56-3815

URL https://www.city.toyohashi.lg.jp/37974.htm E-mail
kenchikushido@city.toyohashi.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0564-23-6709

FAX 0564-23-7528

URL http://www.city.okazaki.lg.jp E-mail jukankyo@city.okazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0586-73-4363

FAX

URL E-mail

相談日時

備考

住所
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目５番１２号先　栄・森の地下街南四番
街　南側

原則、毎月第１金曜日及び第３日曜日
午後１時から４時まで（対面相談）

原則、連絡先へのお電話等による事前予約が必要です。

豊橋市建設部建築指導課（住宅・建築相談）

住所
〒440-8501
豊橋市今橋町１番地

愛知県県民相談・情報センター

住所
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目３－２　自治センター１階

毎週水曜日　午後1時～午後4時（祝日・年末年始は除く）

建設工事・不動産取引紛争相談
（面接・予約制）

住まいの相談コーナー

建築相談　（建築指導課）一宮市

住所
〒491-0036
一宮市桜１丁目１２－１　思いやり会館

毎月第２火曜日　１３：００～１６：００

思いやり会館　３階

毎週水曜日（原則）
午後１：３０～午後４：００

予約制（予約先：建設部建築指導課　電話０５３２－５１－２５８８）

岡崎市　都市政策部　住環境整備課

住所
〒444-8601
岡崎市十王町二丁目９番地

午前8時30分～午後5時15分（土日祝日を除く）
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愛知県
窓口名

連絡先
0561-88-2686（内線：326・327・
328)

FAX 0561-88-2695

URL E-mail tokei@city.seto.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0569-21-3111（内線：463)

FAX 0569-23-6061

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0568-85-6328（内線：6328)

FAX 0568-85-0991

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0533-89-2117（内線：1449)

FAX 0533-89-2171

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0567-55-9627

FAX 0567-24-9010

URL
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/taishin
/mokuzoutaishin.html

E-mail toshikeikaku@city.tsushima.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒475-8666
半田市東洋町二丁目１

月～金（祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分（水曜日は午後7時15分まで）

春日井市まちづくり推進部建築指導課

住所
〒486-8686
春日井市鳥居松町５－４４

瀬戸市都市整備部都市計画課建築指導係

住所
〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1

月曜から金曜日（祝祭日を除く）　午前８：３０～午後５：１５まで

相談内容：建築一般

半田市　建設部　建築課

建築に関する技術的な相談　予約制（予約先：豊川市役所建設部建築課）

津島市都市計画課

住所
〒496-8686
津島市立込町２丁目２１番地

開庁時間
月～金（祝祭日を除く）8：30～17：15

詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

月曜から金曜日（祝祭日除く）ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

愛知県豊川市建設部建築課

住所
〒442-8601
豊川市諏訪一丁目１番地

市役所市民相談室（プリオビル5階）毎月第4金曜日　午後1時～午後4時　電話0533-82-1305
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愛知県
窓口名

連絡先 0566-95-9907（内線：417)

FAX

URL https://www.city.hekinan.lg.jp/ E-mail kentikka@city.hekinan.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0566-23-1111（内線：2444)

FAX 0566-23-9331

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0565-34-6728（内線：2･4662～
2･4665)

FAX 0565-34-6764

URL http://www.city.toyota.aichi.jp E-mail teijyu@city.toyota.aichi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0566-71-2241（内線：2215・2216)

FAX 0566-77-0010

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0563-65-2381（内線：2707～
2710)

FAX 0563-54-6644

URL
https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/sumai/1001389/index.
html

E-mail kentiku@city.nishio.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒448-8501
刈谷市東陽町１－１

月曜から金曜日（祝祭日を除く）午前８：３０～午後５：１５まで

愛知県豊田市都市整備部定住促進課

住所
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60

碧南市建設部建築課

住所
〒447-8601
碧南市松本町２８

月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始除く）午前８時３０分から午後５時１５分

相談内容　昭和５６年５月以前に着工した住宅の耐震診断、耐震改修に関する相談
その他リフォームに関する相談については相談先を紹介

愛知県刈谷市建設部建築課

西尾市都市整備部建築課

住所
〒445-8501
西尾市寄住町下田22

月曜日から金曜日（祝祭日を除く）　午前８時３０分から午後５時１５分

月曜から金曜日（祝祭日除く）ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

安城市建設部建築課

住所
〒446-8501
安城市桜町１８－２３

月曜から金曜日（祝祭日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分
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愛知県
窓口名

連絡先 0533-66-1133

FAX 0533-66-1198

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0568-44-0331

FAX 0568-44-0366

URL https://www.city.inuyama.aichi.jp/ E-mail 080100@city.inuyama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0569-47-6123（内線：２１０６)

FAX 0569-35-5642

URL
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1000907/10
05503/1005508.html

E-mail toshikei@city.tokoname.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0587-54-1111（内線：366)

FAX 0587-56-5952

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0568-76-1142（内線：142)

FAX 0568-76-1144

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

相談日時

備考

住所
〒484-8501
犬山市大字犬山字東畑３６

【耐震・空き家・定住に関する住宅相談】とき：予約により決定（土・日・祝と年末年始は除く）ところ：相談者宅
など（予約により決定）

耐震改修、空き家対策、定住促進など住宅に関する複合的な相談に専門家が対応します。

常滑市役所建設部都市計画課

住所
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の５

蒲郡市建設部建築住宅課

住所
〒443-8601
愛知県蒲郡市旭町17-1

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前８：３０～午後５：１５

犬山市都市整備部都市計画課

小牧市都市建設部建築課

住所
〒485-8650
小牧市堀の内三丁目1番地

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前8：30～午後5：15

月曜日から金曜日（祝祭日を除く）午前８：３０～午後５：１５まで

木造住宅の耐震改修に関してのみの相談となります

江南市都市整備部建築課

住所
〒483-8701
愛知県江南市赤童子町大堀90

月曜から金曜日（祝祭日除く）午前８：３０～午後５：１５
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愛知県
窓口名

連絡先 0587-32-1111（内線：445、446)

FAX 0587-32-1207

URL http://www.city.inazawa.aichi.jp/ E-mail kenchiku@city.inazawa.aichi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0536-23-7640（内線：60253)

FAX 0536-23-7047

URL http://www.city.shinshiro.lg.jp E-mail toshi@city.shinshiro.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 052-603-2211（内線：454)

FAX 052-601-2707

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0562-45-6314（内線：422・423・
424)

FAX 0562-47-3347

URL https://www.city.obu.aichi.jp/ E-mail toshi@city.obu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0562-36-2669（内線：330)

FAX 0562-32-1010

URL http://www.city.chita.lg.jp E-mail toshikei@city.chita.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒441-1392
愛知県新城市字東入船115

月曜から金曜日（祝祭日除く）ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

東海市都市建設部建築住宅課

住所
〒476-8601
東海市中央町一丁目１番地

稲沢市建設部建築課

住所
〒492-8269
稲沢市稲府町１番地

平日８：３０～１７：１５

新城市　建設部　都市計画課

知多市都市整備部都市計画課

住所
〒478-8601
知多市緑町１番地

平日：午前８時３０分から午後５時１５分

平日 月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：１５（土日祝日、年末年始を除く）

大府市都市整備部都市政策課

住所
〒474-8701
大府市中央町五丁目７０番地

平日　月曜日～金曜日午前８：３０～午後５：１５　　（土・日・祝日・年末年始を除く）
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愛知県
窓口名

連絡先 0566-95-0128

FAX 0566-83-1141

URL http://www.city.chiryu.aichi.jp/ E-mail kentiku@city.chiryu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0561-76-8158

FAX 0561-52-3339

URL http://www.city.owariasahi.lg.jp E-mail tokei@city.owariasahi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0566-52-1111（内線：288)

FAX 0566-52-1110

URL https://www.city.takahama.lg.jp E-mail tokei@city.takahama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0587-38-5814（内線：652)

FAX 0587-66-6100

URL http://www.city.iwakura.aichi.jp/ E-mail toshiseibi@city.iwakura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0562-92-1114

FAX 0562-92-1141

URL https://www.city.toyoake.lg.jp/ E-mail tokei@city.toyoake.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田２６００－１

月曜から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

リフォームに関する相談についての相談先を紹介

高浜市役所都市政策部都市計画グループ

住所
〒444-1398
高浜市青木町四丁目１－２

知立市建設部建築課建築係

住所
〒472-8666
知立市広見３－１

月曜日から金曜日（祝祭日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分まで

尾張旭市都市整備部都市計画課

豊明市経済建設部都市計画課

住所
〒470-1195
豊明市新田町子持松1番地1

【開庁時窓口】平日　午前８時３０分～午後５時１５分
【建築士による相談】毎月第２火曜日（ただし、祝日の場合は第３火曜日）　午前１０時～１２時　午後１時～３
時

市役所開庁時間　平日　８：３０～１７：１５（随時）

岩倉市建設部都市整備課計画営繕グループ

住所
〒482-8686
岩倉市栄町一丁目66番地

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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愛知県
窓口名

連絡先 0561-73-4139

FAX 0561-73-1821

URL http://www.city.nisshin.lg.jp E-mail toshikeikaku@city.nisshin.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0531-27-8606（内線：2244)

FAX 0531-22-3811

URL http://www.city.tahara.aichi.jp/ E-mail eizen@city.tahara.aichi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0567-55-7126

FAX 0567-26-1011

URL http://www.city.aisai.lg.jp/ E-mail tosikeikaku@city.aisai.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
052-400-2911（内線：2614・
2650・2651)

FAX 052-400-2963

URL http://www.city.kiyosu.aichi.jp/ E-mail toshikeikaku@city.kiyosu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先
0568-22-1111（内線：2253、
2254、2256)

FAX 0568-25-5533

URL http://www.city.kitanagoya.lg.jp/ E-mail shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒441-3492
愛知県田原市田原町南番場30番地1

月曜日～金曜日（年末年始、祝祭日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

愛知県愛西市産業建設部都市計画課

住所
〒496-8555
愛西市稲葉町米野308番地

日進市都市整備部都市計画課

住所
〒470-0192
愛知県日進市蟹甲町池下268

月１回原則第三木曜日　午前９時３０分～午前１１時３０分

日進建築士グループ会員による建築相談

田原市 都市建設部 建築課

北名古屋市建設部施設管理課

住所
〒481-8531
北名古屋市西之保清水田15番地

土、日、祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

住宅の耐震診断、耐震改修など相談に応じています。

月曜日から金曜日まで（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分

清須市都市計画課

住所
〒452-8569
清須市須ヶ口1238番地

事前に電話連絡。
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愛知県
窓口名

連絡先 0567-65-1111（内線：262・263)

FAX 0567-67-4011

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0561-32-8021

FAX 0561-34-4429

URL E-mail toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 052-441-7112（内線：2333)

FAX 052-441-8387

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0561-56-0622（内線：324)

FAX 0561-63-2100

URL http://www.city.nagakute.lg.jp/index.html E-mail keikaku@nagakute.aichi.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0561-56-0747（内線：２２３３)

FAX 0561-38-0066

URL http://www.town.aichi-togo.lg.jp/ E-mail tgo-tokei@town.aichi-togo.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒470-0295
みよし市三好町小坂50番地

月曜から金曜日（祝祭日除く）ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

あま市建設産業部都市計画課

住所
〒490-1292
愛知県あま市木田戌亥１８番地１

弥富市建設部都市整備課

住所
〒498-8501
弥富市前ケ須町南本田335番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

みよし市都市建設部都市計画課

リフォームの相談に関する窓口の設置はしていませんので、建築・耐震改修等の担当への相談という形にな
ります。

東郷町都市建設部都市計画課

住所
〒470-0198
愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地

月曜日から金曜日（祝祭日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分まで

市役所開庁時間　月～金（祝祭日を除く）　午前８時３０分から午後５時１５分

長久手市建設部都市計画課建築係

住所
〒480-1196
長久手市岩作城の内６０－１

月曜から金曜日（祝祭日を除く）午前８：３０～午後５：１５まで
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愛知県
窓口名

連絡先 0568-28-0944

FAX 0568-29-3151

URL https://www.town.toyoyama.lg.jp E-mail machidukuri@town.toyoyama.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0587-95-1614

FAX 0587-95-1641

URL https://www.town.oguchi.lg.jp/ E-mail machidukuri@town.oguchi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0587-93-1111

FAX 0587-93-2034

URL https://www.town.fuso.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 052-444-2711

FAX 052-443-4468

URL https://www.town.oharu.aichi.jp E-mail toshiseibika@town.oharu.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0567-95-1111（内線：422)

FAX 0567-95-9188

URL http://www.town.kanie.aichi.jp/ E-mail machi@town.kanie.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒480-0144
丹羽郡大口町下小口七丁目１５５番地

平日８時３０から１２時、１３時から１７時１５分

リフォーム相談のみの窓口の設置はしていません。
リフォームについては、大口町空家活用改修費補助金、大口町同居支援補助金があります。

扶桑町産業建設部都市整備課

住所
〒480-0102
丹羽郡扶桑町大字高雄字天道３３０

豊山町産業建設部まちづくり推進課

住所
〒480-0292
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地

8：30～17:15（土日祝日を除く）

木造住宅の耐震改修に関してのみの相談になります。

大口町まちづくり部まちづくり推進課

蟹江町産業建設部まちづくり推進課　建築係

住所
〒497-8601
海部郡蟹江町学戸三丁目１番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

大治町建設部都市整備課

住所
〒490-1192
海部郡大治町大字馬島字大門西１番地の１

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）午前８時３０分～午後５時１５分
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愛知県
窓口名

連絡先 0567-97-3464

FAX 0567-52-2320

URL E-mail tb-kensetu@vill.tobishima.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0569-48-1111（内線：1214)

FAX 0569-48-0229

URL http://www.town.agui.lg.jp/ E-mail toshikei@town.agui.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0562-83-3111（内線：266・267)

FAX 0562-84-6422

URL
https://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/kenchiku/index.html

E-mail
toshikeikaku@town.aichi-
higashiura.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0569-65-0711（内線：234)

FAX 0569-65-0694

URL http://www.town.minamichita.lg.jp E-mail kensetu@town.minamichita.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0569-82-1111（内線：２４６)

FAX 0569-82-1208

URL http://www.town.mihama.aichi.jp/docs215220/index.html E-mail
toshiseibi@town.aichi-
mihama.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒470-2292
知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地

リフォームの相談に関する窓口は設置はしていませんので、建築・耐震改修等の担当への相談という形にな
ります。
月～金（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分

東浦町都市整備部都市計画課建築係

住所
〒470-2192
愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20

飛島村開発部建設課

住所
〒490-1436
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

阿久比町建設経済部建設環境課

愛知県知多郡美浜町産業建設部都市整備課

住所
〒470-2492
愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面１０６

役場開庁時の午前８時３０分～午後５時１５分

月～金（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分

リフォーム専用の相談窓口は設置していません。建築に関する一般的な相談として、本町の職員が対応しま
す。
なお、空き家をリフォームする場合は、建築士による無料相談（予約制）を実施していますので、予約方法な
ど、事前にお問い合わせください。

南知多町建設経済部建設課

住所
〒470-3495
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪１８番地

随時
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愛知県
窓口名

連絡先 0569-72-1111（内線：526)

FAX

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0564-62-1111（内線：221・222)

FAX 0564-63-5129

URL https://www.town.kota.lg.jp/ E-mail toshikeikaku@town.kota.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0536-62-0528

FAX 0536-62-1675

URL E-mail kensetsu@town.shitara.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0536-76-1813（内線：53)

FAX 0536-76-1428

URL E-mail kensetsu@town.toei.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0536-85-1314（内線：24)

FAX 0536-85-5110

URL http://www.vill.toyone.aichi.jp/ E-mail nourin@vill.toyone.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒444-0192
愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1-1

【窓口】月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
【建築士による相談】電話等により受付後、都合の良い日を決めて相談員が出張し相談を受けます。

設楽町役場　建設課

住所
〒441-2301
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前１４番地

住まいの無料相談会

住所
〒470-2392
愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地

偶数月第３火曜日 午後１時３０分～４時（電話予約必要）

愛知建築士会半田支部（武豊在住建築士）の協力による建築相談

幸田町建設部都市計画課

豊根村役場　農林土木課　農林係

住所
〒449-0403
北設楽郡豊根村下黒川字蕨平２番地

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分

東栄町建設課住宅管理係

住所
〒449-0292
愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５番地

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
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