
建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口

平成２８年４月１日現在

担当課等名 電　話 所在地 担当課等名 電　話 所在地

広島県 広島市 中区役所　建築課 082-504-2579 広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 中区役所　建築課 082-504-2579 広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

東区役所　建築課 082-568-7745 広島市東区東蟹屋町９番３８号 東区役所　建築課 082-568-7745 広島市東区東蟹屋町９番３８号

南区役所　建築課 082-250-8960 広島市南区皆実町一丁目５番４４号 南区役所　建築課 082-250-8960 広島市南区皆実町一丁目５番４４号

西区役所　建築課 082-532-0950 広島市西区福島町二丁目２番１号 西区役所　建築課 082-532-0950 広島市西区福島町二丁目２番１号

安佐南区役所　建築課 082-831-4952 広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 安佐南区役所　建築課 082-831-4952 広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐北区役所　建築課 082-819-3938 広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号 安佐北区役所　建築課 082-819-3938 広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

安芸区役所　建築課 082-821-4929 広島市安芸区船越南三丁目４番３６号 安芸区役所　建築課 082-821-4929 広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

佐伯区役所　建築課 082-943-9745 広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号 佐伯区役所　建築課 082-943-9745 広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

安芸高田市 建設部管理課建設管理係 0826-47-1201 安芸高田市吉田町吉田７９１番地 建設部管理課建設管理係 0826-47-1201 安芸高田市吉田町吉田７９１番地

府中町 建設部建築課 082-286-3174 安芸郡府中町大通三丁目５番１号 建設部建築課 082-286-3174 安芸郡府中町大通三丁目５番１号

海田町 建設部建設課 082-823-9209 安芸郡海田町上市１４－１８ 建設部建設課 082-823-9209 安芸郡海田町上市１４－１８

熊野町 建設部開発指導課 082-820-5638 安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号 建設部開発指導課 082-820-5638 安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号

坂町 建設部都市計画課 082-820-1513 安芸郡坂町平成ケ浜一丁目１番１号 建設部都市計画課 082-820-1513 安芸郡坂町平成ケ浜一丁目１番１号

安芸太田町 建設課 0826-28-1962 山県郡安芸太田町大字戸河内７８４番地１ 建設課 0826-28-1962 山県郡安芸太田町大字戸河内７８４番地１

北広島町 建設課都市計画係 050-5812-1860 山県郡北広島町有田1234番地 建設課都市計画係 050-5812-1860 山県郡北広島町有田1234番地

廿日市市 建設部建築指導課 0829-30-9191 廿日市市下平良一丁目１１番１号 建設部建築指導課 0829-30-9191 廿日市市下平良一丁目１１番１号

大竹市 建設部都市計画課建築住宅係 0827-59-2168 大竹市小方一丁目１１－１ 建設部都市計画課建築住宅係 0827-59-2168 大竹市小方一丁目１１－１

呉市 都市部建築指導課 0823-25-3514 呉市中央四丁目１番６号 都市部建築指導課 0823-25-3514 呉市中央四丁目１番６号

江田島市 土木建築部都市整備課 0823-40-2773 江田島市能美町中町４８５９番地９ 土木建築部都市整備課 0823-40-2773 江田島市能美町中町４８５９番地９

　庁舎移転（７月末予定）土木建築部都市整備課 0823-43-1647 江田島市大柿町大原５０５番地 土木建築部都市整備課 0823-43-1647 江田島市大柿町大原５０５番地

東広島市 都市部建築指導課 082-420-0956 東広島市西条栄町８番２９号 都市部建築指導課 082-420-0956 東広島市西条栄町８番２９号

竹原市 建設部都市整備課 0846-22-7749 竹原市中央五丁目１番３５号 建設部都市整備課 0846-22-7749 竹原市中央五丁目１番３５号

大崎上島町 建設課 0846-65-3124 豊田郡大崎上島町東野６６２５－１ 建設課 0846-65-3124 豊田郡大崎上島町東野６６２５－１

三原市 都市部建築指導課 0848-67-6122 三原市円一町ニ丁目３番４号 都市部建築指導課 0848-67-6122 三原市円一町ニ丁目３番４号

尾道市 建築指導課 0848-38-9245 尾道市久保一丁目１５番１号 建築指導課 0848-38-9245 尾道市久保一丁目１５番１号

因島総合支所　施設管理課 0845-26-6203 尾道市因島土生町７番４号 因島総合支所　施設管理課 0845-26-6203 尾道市因島土生町７番４号

世羅町 建設課 0847-22-5309 世羅郡世羅町大字西上原１２３－１ 建設課 0847-22-5309 世羅郡世羅町大字西上原１２３－１

福山市 建築部建築指導課 084-928-1167 福山市東桜町３番５号 建築部建築指導課 084-928-1167 福山市東桜町３番５号

府中市 建設産業部まちづくり課 0847-43-7159 府中市府川町３１５番地 建設産業部まちづくり課 0847-43-7159 府中市府川町３１５番地

神石高原町 建設課 0847-89-3338 神石郡神石高原町小畠２０２５番地 建設課 0847-89-3338 神石郡神石高原町小畠２０２５番地

油木支所町民課 0847-82-0213 神石郡神石高原町油木乙１８５８番地 油木支所町民課 0847-82-0213 神石郡神石高原町油木乙１８５８番地

神石支所町民課 0847-87-0152 神石郡神石高原町高光２５５９番地 神石支所町民課 0847-87-0152 神石郡神石高原町高光２５５９番地

豊松支所町民課 0847-84-2214 神石郡神石高原町下豊松７４１番地 豊松支所町民課 0847-84-2214 神石郡神石高原町下豊松７４１番地

三次市 建設部建築住宅課建築指導係 0824-62-6385 三次市十日市中二丁目８番１号 建設部建築住宅課建築指導係 0824-62-6385 三次市十日市中二丁目８番１号

作木支所地域づくり係 0824-55-2111 三次市作木町下作木６７４番地 作木支所地域づくり係 0824-55-2111 三次市作木町下作木６７４番地

君田支所地域づくり係 0824-53-2111 三次市君田町東入君６４４番地１ 君田支所地域づくり係 0824-53-2111 三次市君田町東入君６４４番地１

布野支所地域づくり係 0824-54-2111 三次市布野町上布野１１９６番地１ 布野支所地域づくり係 0824-54-2111 三次市布野町上布野１１９６番地１

三和支所地域づくり係 0824-52-3111 三次市三和町上板木３８番地４ 三和支所地域づくり係 0824-52-3111 三次市三和町上板木３８番地４

三良坂支所地域づくり係 0824-44-3111 三次市三良坂町三良坂２１００番地 三良坂支所地域づくり係 0824-44-3111 三次市三良坂町三良坂２１００番地

吉舎支所地域づくり係 0824-43-3111 三次市吉舎町吉舎３６８番地 吉舎支所地域づくり係 0824-43-3111 三次市吉舎町吉舎３６８番地

甲奴支所地域づくり係 0847-67-2121 三次市甲奴町西野４０番地 甲奴支所地域づくり係 0847-67-2121 三次市甲奴町西野４０番地

庄原市 環境建設部環境政策課リサイクルプラザ係 0824-72-1398 庄原市是松町２０－２５　庄原市リサイクルプラザ内 環境建設部環境政策課リサイクルプラザ係 0824-72-1398 庄原市是松町２０－２５　庄原市リサイクルプラザ内

西城支所 地域振興室 産業建設係 0824-82-2181 庄原市西城町大佐７３７－３ 西城支所 地域振興室 産業建設係 0824-82-2181 庄原市西城町大佐７３７－３

東城支所 産業建設室 管理係 08477-2-5141 庄原市東城町川東１１７５ 東城支所 産業建設室 管理係 08477-2-5141 庄原市東城町川東１１７５

口和支所 地域振興室 産業建設係 0824-87-2113 庄原市口和町向泉９４２ 口和支所 地域振興室 産業建設係 0824-87-2113 庄原市口和町向泉９４２

高野支所 地域振興室 産業建設係 0824-86-2113 庄原市高野町新市１１７１－１ 高野支所 地域振興室 産業建設係 0824-86-2113 庄原市高野町新市１１７１－１

比和支所 地域振興室 産業建設係 0824-85-3003 庄原市比和町比和１１１９－１ 比和支所 地域振興室 産業建設係 0824-85-3003 庄原市比和町比和１１１９－１

総領支所 地域振興室 産業建設係 0824-88-3065 庄原市総領町下領家２８０－１ 総領支所 地域振興室 産業建設係 0824-88-3065 庄原市総領町下領家２８０－１

都道府県名 市区町村

建築基準法第六条第一項第四号に掲げる戸建て住宅等
についての届出・通知の受付窓口

その他の届出・通知の受付窓口


