
宮崎県
窓口名

連絡先 0987-23-4662

FAX 0987-23-7326

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail
nichinan-
doboku@pref.miyazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-52-0309

FAX 0982-55-2693

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail hyuga-doboku@pref.miyazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0985-29-1188

FAX 0985-38-9418

URL http://www.m-kjk.com/ E-mail mkentiku@viola.ocn.ne.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0984-23-5179

FAX 0984-23-7897

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail
kobayashi-
doboku@pref.miyazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0985-26-7287

FAX 0985-26-7320

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail
miyazaki-
doboku@pref.miyazaki.lg.jp

相談日時

備考

宮崎県日南土木事務所総務課

住所
〒887-0031
宮崎県日南市戸高1-12-1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

宮崎県日向土木事務所総務課

午前９時から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

宮崎県小林土木事務所総務課

住所
〒886-0004
宮崎県小林市細野367番地2

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住所
〒883-0046
宮崎県日向市中町2-14

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

一般社団法人　宮崎県建築士事務所協会

住所
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東2-9-19　宮崎県建設業会館4階

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

宮崎県宮崎土木事務所建築課

住所
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東1-9-10

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。
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宮崎県
窓口名

連絡先 0985-24-2744

FAX 0985-20-5922

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail
kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.j
p

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-72-3191

FAX 0982-72-6254

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail
nishiusuki-
doboku@pref.miyazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0986-23-4512

FAX 0986-24-3755

URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ E-mail
miyakonojo-
doboku@pref.miyazaki.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0985-21-1813

FAX 0985-21-1815

URL http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/ E-mail 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0986-23-2584

FAX 0986-23-2154

URL http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/ E-mail ken@city.miyakonojo.miyazaki.jp

相談日時

備考

宮崎県県土整備部建築住宅課　住宅企画担当

住所
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

宮崎県西臼杵支庁土木課

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、水曜、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

宮崎市都市整備部建築行政課

住所
〒880-8505
宮崎県宮崎市橘通西1-1-1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住所
〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井22

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

宮崎県都城土木事務所総務課

住所
〒885-0024
宮崎県都城市北原町24-21

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

都城市土木部建築対策課

住所
〒885-8555
宮崎県都城市姫城町6-21

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

2

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/


宮崎県
窓口名

連絡先 0982-22-7034

FAX 0982-31-3186

URL http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/ E-mail
kentiku-
s@city.nobeoka.miyazaki.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0987-31-1189

FAX 0987-31-1180

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0984-23-0222

FAX 0984-22-4177

URL http://cms.city.kobayashi.lg.jp/government.html E-mail k_kanzai@city.kobayashi.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-66-1032

FAX 0982-54-2639

URL http://www.hyugacity.jp/ E-mail kenchiku@hyugacity.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0987-55-1133

FAX 0987-72-6727

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

相談日時

備考

延岡市建築指導課

住所
〒882-8686
宮崎県延岡市東本小路2-1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

日南市財産マネジメント課

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

日向市建築住宅課

住所
〒883-8555
宮崎県日向市本町10-5

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住所
〒887-8585
宮崎県日南市中央通1-1-1

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

小林市管財課

住所
〒886-8501
宮崎県小林市細野300

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

串間市都市建設課

住所
〒888-8555
宮崎県串間市大字西方5550

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。
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宮崎県
窓口名

連絡先 0983-32-1014

FAX 0983-43-4865

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0984-35-1120

FAX 0984-35-0401

URL http://www.city.ebino.lg.jp/ E-mail zaisan@city.ebino.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0986-52-9065

FAX 0986-52-4944

URL http://www.town.mimata.miyazaki.jp/ E-mail kentik-k@town.mimata.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0984-42-4959

FAX 0984-42-4623

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0985-75-3111

FAX 0985-75-7903

URL http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/ E-mail

相談日時

備考

西都市建築住宅課

住所
〒881-8501
宮崎県西都市聖陵町2-1

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

えびの市財産管理課

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

高原町建設水道課

住所
〒889-4492
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住所
〒889-4292
宮崎県えびの市大字栗下1292

午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

三股町都市整備課

住所
〒889-1995
宮崎県三股町五本松1-1

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

国富町都市建設課

住所
〒880-1192
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。
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宮崎県
窓口名

連絡先 0985-77-3467

FAX 0985-77-2094

URL http://www.town.aya.miyazaki.jp E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0983-26-2016

FAX 0983-23-6303

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0983-33-6017

FAX 0983-33-4862

URL https://www.town.shintomi.lg.jp/ E-mail
kenchikutoshi_g@town.shintomi.lg
.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0983-36-1111

FAX 0983-36-1207

URL http://www.vill.nishimera.lg.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0983-32-4729

FAX 0983-32-3440

URL http://www.town.kijo.lg.jp/ E-mail kankyouseibi@town.kijo.lg.jp

相談日時

備考

綾町建設課

住所
〒880-1392
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

高鍋町建設管理課

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

西米良村建設課

住所
〒881-1411
宮崎県児湯郡西米良村大字村所15

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住所
〒884-8655
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

新富町都市建設課

住所
〒889-1493
宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

木城町環境整備課

住所
〒884-0101
宮崎県児湯郡木城町大字高城1227の1

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。
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宮崎県
窓口名

連絡先 0983-27-8013

FAX 0983-27-2271

URL http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/ E-mail
kensetu@town.kawaminami.miyaz
aki.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0983-25-5717

FAX 0983-25-0724

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-63-1140

FAX 0982-63-6784

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-65-1129

FAX 0982-65-1236

URL http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-67-3207

FAX 0982-67-3930

URL http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/ E-mail

相談日時

備考

川南町建設課

住所
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

都農町建設課

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

諸塚村建設課

住所
〒883-1392
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住所
〒889-1201
宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

門川町建設課

住所
〒889-0696
宮崎県東臼杵郡門川町平城東１番１号

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

椎葉村建設課

住所
〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。
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宮崎県
窓口名

連絡先 0982-66-3618

FAX 0982-66-3137

URL http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/ E-mail
j-kensetsu@town.miyazaki-
misato.lg.jp

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-73-1210

FAX 0982-73-1226

URL http://www.town-takachiho.jp/ E-mail

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-87-3805

FAX 0982-87-3812

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

相談日時

備考

窓口名

連絡先 0982-82-1713

FAX 0982-82-1724

URL http://www.town.gokase.miyazaki.jp/ E-mail
dobokukenchiku@town.gokase.mi
yazaki.jp

相談日時

備考

美郷町建設課

住所
〒883-1101
宮崎県美郷町西郷田代1番地

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜、日曜、祝祭日を除きます。）

住宅リフォームに関する技術的な相談をお受けします。

高千穂町建設課

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

五ヶ瀬町建設課

住所
〒882-1295
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ケ所1670

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住所
〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

住宅等のリフォームに関する技術的な相談をお受けします。

日之影町建設課

住所
〒882-0401
宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折９０７９
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	45宮崎県

