
鳥取県
窓口名

連絡先 0857-20-3648

FAX 0857-20-2103

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0858-23-3235

FAX 0858-23-3266

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-31-9753

FAX 0859-31-9654

URL E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0857-26-7408

FAX 0857-26-8113

URL http://www.pref.tottori.lg.jp/sumai/ E-mail sumaimachizukuri@pref.tottori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0857-22-8111

FAX 0857-32-2170

URL https://www.city.tottori.lg.jp/ E-mail tori-call@city.tottori.lg.jp

相談日時

備考

住所
〒683-0054
鳥取県米子市糀町１丁目１６０番地

鳥取県　東部建築住宅事務所

住所
〒680-0061
鳥取県鳥取市立川町６丁目１７６番地

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分まで（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

鳥取県　中部総合事務所　環境建築局　建築住宅課

住所
〒682-0802
鳥取県倉吉市東巌城町２番地

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分まで（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

鳥取県　西部総合事務所　環境建築局　建築住宅課

住宅耐震化・建築基準法に関することは、鳥取市都市整備部建築指導課（０８５７－３０－８３６２）
契約トラブルに関することは、鳥取市消費生活センター（０８５７－２０－３８６３）

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分まで（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

鳥取県　生活環境部　住まいまちづくり課

住所
〒680-8570
鳥取市東町1丁目220

受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分まで（土曜、日曜、祝日は受付を行いません。）

鳥取市都市整備部建築指導課又は鳥取市消費生活センター

住所
〒680-8571
鳥取市幸町７１番地

受付時間８時３０分から１７時１５分まで（土曜、日曜、祝日を除く。）
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鳥取県
窓口名

連絡先 0859-23-5236

FAX 0859-23-5394

URL http://www.city.yonago.lg.jp/ E-mail kenchikusoudan@city.yonago.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0858-22-8175

FAX 0858-22-8140

URL http://www.city.kurayoshi.tottori.jp E-mail
kenchikujutaku@city.kurayoshi.lg.
jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-47-1062

FAX 0859-47-1086

URL http://www.city.sakaiminato.tottori.jp/ E-mail eizen@city.sakaiminato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0857-73-1415

FAX 0857-73-1569

URL http://www.iwami.gr.jp E-mail juutaku@iwami.gr.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0858-75-4112

FAX 0858-75-1193

URL E-mail kikaku@town.chizu.tottori.jp

相談日時

備考

住所
〒684-8501
鳥取県境港市上道町３０００番地

米子市　都市整備部建築相談課

住所
〒683-8686
米子市加茂町一丁目１番地

受付時間午前８時３０分から午後５時まで
土曜、日曜、祝日は除く

倉吉市建設部建築住宅課

住所
〒682-8611
鳥取県倉吉市葵町７２２番地

受付時間　８時３０分から１７時１５分まで　土曜、日曜、祝日は除く

境港市建設部建築営繕課

受付時間　８時３０分から１７時１５分まで　土曜、日曜、祝日は除く

岩美町

住所
〒681-8501
岩美郡岩美町大字浦富６７５－１

８時３０分から１７時１５分まで（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く業務日のみ）

鳥取県智頭町企画課

住所
〒689-1402
八頭郡智頭町智頭2072番地1

平日8：30～17：00（土日祝日・年末年始は休み）
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鳥取県
窓口名

連絡先 0858-84-1230

FAX 0858-76-0222

URL http://www.town.yazu.tottori.jp/1953.htm E-mail yazu-kikaku@town.yazu.tottori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0858-43-3502

FAX 0858-43-0647

URL http://www.town.misasa.tottori.jp E-mail kensetsu@town.misasa.tottori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0858-55-7805

FAX 0858-55-7558

URL http://www.town.kotoura.tottori.jp/ E-mail info@town.kotoura.tottori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-27-5951

FAX 0859-27-0903

URL http://www.hiezu.jp/ E-mail jumin@hiezu.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-53-3186

FAX 0859-53-3163

URL http://www.daisen.jp/ E-mail kensetsu@daisen.jp

相談日時

備考

住所
〒689-2501
琴浦町大字赤碕１１４０－１

八頭町　消費生活相談窓口

住所
〒680-0601
八頭郡八頭町北山48-1

毎週月曜日・木曜日　9時00分から16時00分

契約トラブル等の消費問題に関する相談を受付いたします。

三朝町建設水道課

住所
〒682-0195
東伯郡三朝町大字大瀬999-2

８時３０分から１７時まで（但し土曜、日曜、祝祭日は除く）

本町には専門技術・知識を持った職員はいないため、関連機関・相談先等の照会のみ実施します。

琴浦町建設環境課

８時３０分から５時１５分まで　土曜、日曜、祝日は除く

但し、本町には専門技術・知識を持った職員はいません。

日吉津村住民課

住所
〒689-3553
西伯郡日吉津村大字日吉津８７２－１５

８時３０分から１７時まで（土曜、日曜、祝日は除く）

大山町　建設課

住所
〒689-3332
鳥取県西伯郡大山町末長500番地

受付時間　９時から１７時まで　土曜、日曜、祝日は除く
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鳥取県
窓口名

連絡先 0859-66-3114

FAX 0859-66-4426

URL http://www.town.nanbu.tottori.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-68-3115

FAX 0859-68-3866

URL http://www.houki-town.jp/ E-mail seikatsukankyou@houki-town.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-82-1112

FAX 0859-82-1478

URL http://www.town.nichinan.tottori.jp E-mail s0250@town.nichinan.tottori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-72-0350

FAX 0859-72-1484

URL http://www.town.hino.tottori.jp/dd.aspx E-mail kensetu@town.hino.tottori.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0859-75-3223

FAX 0859-75-2389

URL http://www.town-kofu.jp E-mail k_choumin@town-kofu.jp

相談日時

備考

住所
〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞８００番地

南部町 町民生活課

住所
〒683-0351
鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７－１

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

伯耆町

住所
〒689-4133
西伯郡伯耆町吉長３７－３

８時３０分から１７時まで（土曜、日曜、祝日は除く）

日南町　住民課

受付時間　８時１５分から１７時１５分まで　土曜、日曜、祝日を除く

日野町建設水道課

住所
〒689-4503
鳥取県日野郡日野町根雨１０１番地

午前８時３０分から午後５時１５分（土曜、日曜、祝日は除く）

江府町　住民生活課

住所
〒689-4401
鳥取県日野郡江府町大字江尾１７１７番地１

受付時間　８時３０分から１７時まで　土曜、日曜、祝日を除く
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	31鳥取県

