資料７

各都道府県等におけるリフォーム相談窓口の設置について

様々な業種・業者が参入するリフォーム市場においては、消費者に対して、業者
の選定方法、リフォーム工事前の書面による契約の重要性、見積書の見方などに関
する情報提供・アドバイスを行うことが必要である。
これまで、
（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターがインターネットを活用
した情報提供（リフォネット

http://www.refonet.jp/）や冊子の配布等による情

報提供を行ってきたところであるが、今般、消費者の身近なところでアドバイスで
きる体制の充実を図るため、各都道府県、政令市毎に１カ所以上のリフォーム相談
窓口を新たに設置した。
（７月８日（金）公表）
また、各相談窓口の担当者向けの研修を早急に実施し、相談体制を強化・充実（７
月 22 日（金）
）。

連携・支援

都道府県・政令市等における

（財）住宅リフ
ォーム・紛争処

リフォーム相談窓口

理支援センター

（別添リスト参照）

相

談

相

談

リフォーム工事を検討中の消費者
※

訪問販売による工事契約、強引な契約等によって発生したトラブルに関する相談については、全
国各地の消費生活センターや（独）国民生活センター等との連携を図りつつ対応。
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別添
各都道府県・政令指定都市におけるリフォーム相談窓口（その１）
都道府県
窓口名称・団体名
政令市名
北海道
（財）北海道建築指導センター

青森県

岩手県

平成１７年７月８日現在

相談受付連絡先

所在地

０１１－２２２－６０７０ 〒０６０－０００４ 札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル３階

青森県青森県土整備事務所(ほか整備事務所６ヶ所あり）

０１７－７２８－０２２６ 〒０３０－０９４３ 青森市大字幸畑字唐崎７６－４

青森市都市整備部建築指導課

０１７－７６１－４５１８ 〒０３８－００１２ 青森市柳川２丁目１－１

弘前市建設部建築指導課

０１７２－３５－１１１１
〒０３６－８５５１ 弘前市大字上白銀町１－１
（内）４１８

八戸市企画部広報統計課
「住宅増改築相談」市民相談室

０１７８－４３－２１１１
〒０３１－８６８６ 八戸市内丸１丁目１－１
（内）１４９

岩手県県土整備部建築住宅課（ほか地方振興局１３ヶ所あり）

０１９－６２９－５９３２ 〒０２０－８５７０ 盛岡市内丸１０－１

けんみん住宅プラザ

０１９－６５２－７７４４ 〒０２０－００２３ 盛岡市内丸１１－２ 岩手県公会堂内

けんみん住宅プラザ・みずさわ

０１９７－２２－３８３５

〒０２３－０８０１ 水沢市横町２－１ ショッピングシティメイプル４階
（現在工事中につき仮事務所：〒０２３－０８１８ 岩手県水沢市東町４）

（財）岩手県建築住宅センター

０１９－６２３－４４１４ 〒０２０－０８８７ 盛岡市上ノ橋町１－５０岩繊ビル２階

宮城県

（財）宮城県建築住宅センター住宅相談窓口

０２２－２６５－３６０５ 〒９８０－００１１ 仙台市青葉区上杉１－１－２０

秋田県

（財）秋田県建築住宅センター

０１８－８３６－７８５０ 〒０１０－０００１ 秋田市中通２丁目３番８号 アトリオンビル５階

山形県

山形県すまい情報センター

０２３－６４７－０７８０

〒９９０－８５８０ 山形市城南町１－１６－１
霞城セントラル・Aエレベーター２２階

福島県土木部建築領域建築指導グループ

０２４－５２１－７５２８ 〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２番１６号

（財）ふくしま建築住宅センター 住宅相談窓口

０２４－５２５－４９７４ 〒９６０－８１１１ 福島市五老内町２－１０ アスカビル２階

茨城県

いばらき住まいの相談会 （財）茨城県建築住宅センター

０２９－２４０－００３９ 〒３１０－０８３６ 水戸市元吉田町１３２０－６

栃木県

栃木県土木部住宅課（住宅相談所）

０２８－６２３－２４８４ 〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０

ぐんま住まいの相談センター

０２７－２１０－６６３４ 〒３７１－００２５ 前橋市紅雲町１丁目７番１２号 住宅供給公社ビル１階

（社）群馬県建築士事務所協会（住宅アドバイザー）

０２７－２５５－１３３３ 〒３７１－０８０５ 前橋市元総社町２－２３－７

福島県

群馬県
埼玉県

埼玉県住宅供給公社 入居・相談プラザ

０４８－６５８－３０１７ 〒３３０－０８５３ さいたま市大宮区錦町６３０

千葉県

住まい情報プラザ（千葉県住宅供給公社総合案内所内）

０４３－２２３－３２６６ 〒２６０－００１４ 千葉市中央区本千葉町１３番１号

（社）東京都建築士事務所協会 建築なんでも相談室

０３－５３３９－８２８８ 〒１６０－００２３ 新宿区西新宿３－６－４ 東照ビル５階

東京都

東京都住宅バリアフリー推進協議会
住まいのバリアフリー相談室

０３－３８１１－６４１３

（社）東京建築士会 建築相談室

０３－３５３６－７７１１ 〒１０４－６２０４ 中央区晴海１－８－１２ オフィスタワーZ ４階

神奈川県

神奈川県県土整備部住宅課

０４５－２１０－６５５７ 〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１

新潟県

（財）新潟県建築住宅センター

０２５－２８３－０８５１ 〒９５０－０９６５ 新潟市新光町１５－２ 公社総合ビル７階

富山県

石川県

福井県
山梨県
長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

〒１１３－００３３ 文京区本郷３－２５－４ 津久井２１ビル４階
開催場所：新宿区西新宿１－１－３ 小田急百貨店新宿店本館８階やすらぎ広場

（財）富山県建築住宅センター

０７６－４３９－０２４８ 〒９３０－００９６ 富山市舟橋北町４－１９ 富山県森林水産会館２階

石川県土木部建築住宅課

０７６－２２５－１７７７ 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１

（社）石川県建築士事務所協会

０７６－２４４－５１５２ 〒９２１－８０３５ 金沢市泉が丘２－１４－７ 金沢宏正ビル

（社）石川県建築士会

０７６－２４４－２２４１ 〒９２１－８０３６ 金沢市弥生２－１－２３ 建設総合センター

石川県消費生活支援センター

０７６－２６７－６１１０ 〒９２０－８２０４ 金沢市戸水２－３０

（財）石川県建築住宅総合センター

０７６－２６２－６５４３ 〒９２０－０９６８ 金沢市幸町１２－１石川県幸町庁舎内

（財）福井県建築住宅センター

０７７６－２３－０４５７ 〒９１０－０８５４ 福井市御幸３丁目１０番１５号

山梨県土木部建築指導課

０５５－２２３－１７３４ 〒４００－８５０１ 甲府市丸ノ内１－６－１

（社）山梨県建築士会

０５５－２３３－５４１４ 〒４００－００３１ 甲府市丸の内１－１４－１９

（社）長野県建築士事務所協会

０２６－２３５－３３５９ 〒３８０－０８７２ 長野市妻科４２６－１長野県建築士会館内

長野県住宅部建築管理課 宅地住宅相談所

０２６－２３５－７３４１ 〒３８０－８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２－２

岐阜県基盤整備部住宅課

０５８－２７２－１１１１
〒５００－８５７０ 岐阜市藪田南２－１－１
（内）３７９２

（社）岐阜県建築士事務所協会

０５８－２７７－９２１１ 〒５００－８３５８ 岐阜市六条南２－１３－２

（社）岐阜県建築士会

０５８－２６６－５７８６ 〒５００－８７０８ 岐阜市司町１ 岐阜総合庁舎３階

静岡県都市住宅部住まいづくり室（ほか土木事務所９ヶ所あり）

０５４－２２１－３０８１ 〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６

静岡県土木部建設業室

０５４－２２１－３０５７ 〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６

東部県民生活センター

０５５－９５２－２２９９ 〒４１０－０８０１ 沼津市大手町１－１－３ 商連会館ビル２階

中部県民生活センター

０５４－２０２－６００６ 〒４２２－８０６７ 静岡市駿河区南町１４－１ 水の森ビル３階

西部県民生活センター

０５３－４５２－２２９９ 〒４３０ー０９３３ 浜松市鍛冶町１００－１ザザシティ浜松中央館５階

（財）愛知県建築住宅センター

０５２－２６４－４０３２ 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄４丁目３－２６ 昭和ビル２階

（財）愛知県建築住宅センター豊橋事務所

０５３２－５１－５００１ 〒４４０－０８８８ 豊橋市駅前大通２丁目３３－１ 開発ビル４階

愛知県中央県民生活プラザ

０５２－９６２－５１００ 〒４６０－８５０１ 名古屋市中区三の丸３－１－２

NPO法人 いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知

０５２－６８３－７７８５ 〒４５６－０００２ 名古屋市熱田区金山町１丁目５番２号

（社）愛知県建築士事務所協会

０５２－２６３－０６６６ 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄４丁目３－２６ 昭和ビル２階

（社）日本建築家協会東海支部愛知地域会

０５２－２６３－４６３６ 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄４丁目３－２６ 昭和ビル５階

三重県

三重県県土整備部住宅室住まい支援グループ

０５９－２２４－２７２０ 〒５１４－８５７０ 津市広明町１３番

滋賀県

湖国すまい・まちづくり推進協議会

０７７－５６９－６５０１

〒５２５－００３４ 草津市草津３丁目１３番２５号
（財）滋賀県建築住宅センター内

京都府

京都府住宅供給公社 住宅相談所

０７５－４３２－２０１１ 〒６０２－８０５４ 京都市上京区出水通油小路東入 京都府庁西別館内

大阪府

大阪府住宅相談室

０６－６９４２－３８５４ 〒５４０－８５７０ 大阪市中央区大手前２丁目１番２２号

兵庫県

ひょうご住まいサポートセンター

０７８－３６０－２５３６

奈良県

なら・すまいアップセンター（（社）奈良県建築士会内）

０７４２－３０－３１１１ 〒６３０－８０１２ 奈良市二条大路南１－２－１１ 第２松岡ビル６階

2

〒６５０－００４４ 神戸市中央区東川崎町１－１－３
神戸クリスタルタワー６Ｆ

別添
各都道府県・政令指定都市におけるリフォーム相談窓口（その２）
都道府県
政令市名
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県

広島県

山口県

窓口名称・団体名
和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課
（ほか振興局７ヶ所あり）

鳥取県生活環境部住宅政策課

平成１７年７月８日現在

相談受付連絡先

所在地

０７３－４４１－３２３１ 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通り１－１
０８５７－２６－７４０８ 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１丁目２７１

島根県土木部建築住宅課（ほか土木建築事務所７ヶ所あり）

０８５２－２２－５２２２ 〒６９０－８５０１ 松江市殿町１番地

（財）島根県建築住宅センター

０８５２－２６－４５７７ 〒６９０－０８８３ 松江市北田町３５－３

岡山県土木部都市局住宅課

０８６－２２６－７５２７ 〒７００－８５７０ 岡山市内山下２丁目４番６号

（社）岡山県建築士事務所協会

０８６－２３１－３４７９ 〒７００－０８２４ 岡山市内山下１－３－１９

広島県土木建築部都市局建築総室住宅企画室

０８２－５１３－４１６６ 〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２

（社）広島県建築士事務所協会

０８２－２２１－０６００ 〒７３０－００１３ 広島市中区八丁堀１－１７ 大本ビル４階

（社）広島県建築士会福山支部

０８４－９２３－４８２０ 〒７２０－００３４ 福山市若松町８－２２ （株）福山土木建築会館内

（社）日本建築家協会中国支部

０８２－２２２－８８１０ 〒７３０－００１３ 広島市中区八丁堀５－２３ オガワビル２階

福山市建設局建築部住宅課

０８４－９２８－１１０４ 〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３－５

呉市都市政策部建築指導課

０８２３－２５－３５１１ 〒７３７－８５０１ 呉市中央４丁目１－６

山口県住宅課（ほか土木建築事務所９ヶ所あり）

０８３－９３３－３８８３ 〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１

きらめき住まいづくりセンター

０８３－９３２－６８００ 〒７５３－００６４ 山口市神田町３－１５

（財）山口県建築住宅センター

０８３－９２１－８７２２ 〒７５３－００７２ 山口市大手町３－２４

（社）山口県建築士会

０８３－９２２－５１１４ 〒７５３－００７２ 山口市大手町３－８

（社）山口県建築設計事務所協会

０８３－９２５－６７０１ 〒７５３－００７２ 山口市大手町３－８

徳島県

徳島県県土整備部住宅課

０８８－６２１－２５９８ 〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地

香川県

香川県住宅課

０８７－８３２－３５８４ 〒７６０－８５７０ 高松市番町４丁目１－１０

愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課
（ほか地方局等８ヶ所あり）

０８９－９４１－２７７９ 〒７９０－８５７０ 松山市一番町４丁目４－２
〒７８０－０８７０ 高知市本町４－２－１５
高知県建設会館５階（社）高知県建築士事務所協会内

住宅耐震相談センター

０８８－８２５－１２４０

（財）福岡県建築住宅センター

０９２－７２５－０８７６ 〒８１０－０００１ 福岡市中央区天神１－１－１ アクロス福岡東棟 ３階

（社）佐賀県建築士会

０９５２－２６－２１９８ 〒８４０－０８０４ 佐賀市神野東２－６－１バリアフリーモデル住宅内

佐賀県安全住まいづくりサポートセンター

０９５２－２６－２１９８ 〒８４０－００４１ 佐賀市城内２－２－３７

長崎県

長崎県住宅課

０９５－８２２－５１７８ 〒８５０－８５７０ 長崎市江戸町２－１３

熊本県

（財）熊本県建築住宅センター

０９６－３８５－０７７１ 〒８６２－０９５４ 熊本市神水１丁目３－１

大分県

大分県土木建築部建築住宅課

０９７－５３６－1１１１
（内）４６７７

宮崎県
鹿児島県

〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号

（財）宮崎県建築住宅センター

０９８５－５０－５５７３ 〒８８０－０９１３ 宮崎市恒久１－７－１４

（財）鹿児島県住宅・建築総合センター 住宅相談プラザ

０９９－２２４－４５３９ 〒８９２－０８３８ 鹿児島市新屋敷町１６番２２８号

（社）鹿児島県建築士事務所協会

０９９－２２３－６３６３ 〒８９２－０８１６ 鹿児島市山下町１２番４号

鹿児島県住宅課

０９９－２８６－３７３８ 〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０番１号

沖縄県土木建築部住宅課

０９８－８６６－２４１８ 〒９００－８５７０ 那覇市泉崎１丁目２番２号

沖縄県高齢者総合相談センター
（財）沖縄県いきいきふれあい財団

０９８－８８７－０１１０

沖縄県介護実習・普及センター
沖縄県社会福祉協議会

０９８－８８２－１４８４ 〒９０３－８６０３ 那覇市首里石嶺町４－３７３－１
０９８－８８２－１４８５ 沖縄県総合福祉センター１階

札幌市

札幌市都市局市街地整備部住宅課民間住宅相談係

０１１－２１１－２８３２ 〒０６０－８６１１ 札幌市中央区北１条西２丁目

仙台市

仙台市都市整備局住環境整備課

０２２－２１４－８３３０ 〒９８０－８６７１ 仙台市青葉区国分町３－７－１

沖縄県

０４８－６４３－２２３９

〒３３０－０８５３ さいたま市大宮区錦町６８２－２
大宮情報文化センター（JACK大宮）１７階

千葉市住宅関連情報提供コーナー
（すまいアップコーナー）

０４３－２４５－５６９０

〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港２－１
千葉中央コミュニティセンター１階

（財）川崎市まちづくり公社ハウジングサロン

０４４－２１１－７８５１ 〒２１０－０００６ 川崎市川崎区砂子１－２－４ 川崎砂子ビル１階

ハウスクエア横浜「住まいの相談カウンター」
ＮＰＯ横浜市住住宅リフォーム促進協議会

０４５－９１２－７４８２

さいたま市 さいたま市市民局市民部消費者総合センター
千葉市
川崎市

横浜市

静岡市
名古屋市

〒９０３－８６０３ 那覇市首里石嶺町４－３７３－１
沖縄県総合福祉センター３階

区役所特別相談「安心・安全住宅相談」
（各区役所広報相談係相談室）

〒２２４－０００１ 横浜市都筑区中川１－４－１
ハウスクエア横浜３階

１８行政区すべての区役所広報相談係相談室にて実施。
相談制度についての問い合わせは
ＮＰＯ横浜市住住宅リフォーム促進協議会
〒２２４－０００１ 横浜市都筑区中川１－４－１ ハウスクエア横浜３階
tel ０４５－９１２－７４８２ fax ０４５－９１２－４７１１
横浜市まちづくり調整局 住宅計画課
〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１丁目１番地
tel ０４５－６７１－２９４３ fax ０４５－６４１－２７５６

静岡市都市局建築部建築指導課

０５４－２２１－１２３８ 〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５番１号

名古屋市住宅企画課「住まいの相談コーナー」

０５２－２４２－４５５５ 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄３丁目５番１２号先（栄森の地下街）

名古屋市建築指導課「名古屋市耐震相談窓口」

０５２－９７２－２９２１ 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄３丁目５番１２号先（栄森の地下街）

京都市

すまいよろず相談（京都市すまい体験館）

０７５－６９３－５１３１ 〒６０１－８０４１ 京都市南区東九条南烏丸町３５番地６

大阪市

大阪市立住まい情報センター住情報プラザ

０６－６２４２－１１７７ 〒５３０ー００４１ 大阪市北区天神橋６丁目４－２０

神戸市

神戸市すまいの安心支援センター

０７８－２２２－０００５ 〒６５１－００９６ 神戸市中央区雲井通５－３－１ サンパル４階

広島市

広島市都市計画局建築部住宅計画課

０８２－５０４－２２９２ 〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町１丁目６番３４号

北九州市

（財）福岡県建築住宅センター北九州事務所

０９３－５８２－４１７３ 〒８０３－０８１４ 北九州市小倉北区大手町１番１号 小倉北区役所５階

福岡市

福岡市建築局住宅相談コーナー

０９２－７１１－４８０８ 〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神１丁目８－１
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