参考資料１
耐震診断・改修に関する相談窓口
地方公共団体

相談窓口設置場所

（令和４年４月現在）
窓口の名称

受付時間

電話番号
(内線番号）

ＦＡＸ番号

備

考

県土整備局建築住宅部
建築安全課

神奈川県建築物等
耐震相談ｺｰﾅｰ

9:00～16:00

045-210-6257

045-210-8884

新庁舎11階

横須賀土木事務所
まちづくり・建築指導課

神奈川県建築物等
耐震相談ｺｰﾅｰ

9:00～16:00

046-853-8800
(代)

046-853-7443

担当区域 逗子市、三浦市、葉山町

厚木土木事務所
まちづくり・建築指導課

神奈川県建築物等
耐震相談ｺｰﾅｰ

9:00～16:00

046-223-1711
(代)

046-222-7259

担当区域 愛川町、清川村

厚木土木事務所東部センター
まちづくり・建築指導課

神奈川県建築物等
耐震相談ｺｰﾅｰ

9:00～16:00

0467-79-2800
(代)

0467-79-2858

担当区域 海老名市、座間市、綾瀬市

平塚土木事務所
建築指導課

神奈川県建築物等
耐震相談ｺｰﾅｰ

9:00～16:00

0463-22-2711
(代)

0463-24-0488

担当区域 伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町

県西土木事務所
まちづくり・建築指導課

神奈川県建築物等
耐震相談ｺｰﾅｰ

9:00～16:00

0465-83-5111
（代）

0465-83-6846

担当区域 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

045-671-2943

045-663-3255

木造住宅・分譲マンションの補助制度・耐震改修促進法の認
定の相談等

耐震担当

8:45～12:00
13:00～17:15

神奈川県

建築防災課

横浜市
一般社団法人
横浜市建築士事務所協会

045-671-2928

045-663-3255

特定建築物の補助制度・耐震改修促進法の認定の相談等

9:00～12:00
13:00～16:00
(土日祝休み)

045-662-2711

045-662-8981

木造住宅の耐震診断の申込

ハウスクエア横浜

住まいの
相談カウンター

11:00～17:00
（水曜定休）

045-912-4110

045-912-4711

一般建築相談、マンション管理相談、法律相談（住まい）・資金
計画相談・事業者の相談

まちづくり局市街地整備部防災
まちづくり推進課

耐震化支援担当

8:30～17:15平日

044-200-3017

044-200-3967

明治安田生命ﾋﾞﾙ８階

一般財団法人
川崎市まちづくり公社

ハウジングサロン
9:00～12:00
（住宅相談・マンション 13:00～16:00
管理相談）
（火～土曜日）

044-822-9380

044-819-4320

相談は予約制 住宅：13:00～16:00(火・土)
マンション管理：10:00～12:00・13:00～16:00（火・木・土）

横須賀市

都市部建築指導課

総務係

8:30～17:00

046-822- 8319 046-825-2469

木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助案内・申込

藤沢市

計画建築部建築指導課

耐震相談窓口

8:30～17:00

0466-50-3539

0466-50-8233

市役所分庁舎３階

耐震相談窓口

8:30～17:15

042-769-8252

042-757-6859

第1別館4階

自宅の無料耐震相談
会

開催日の13:30～
16:30

042-769-8252

042-757-6859

各区合同庁舎、まちづくりセンターなどで巡回開催（予約制）

既存マンション耐震巡
随時（予約制）
回相談

042-769-8252

042-757-6859

専門技術者による訪問相談（予約制）

耐震相談

13:30～16:30

0467-61-3586

0467-23-6939

毎月2回程度市庁舎会議室にて開催

建築安全係

8:30～17:15

046-225-2434

046-223-0166

市役所第2庁舎13階

出前無料木造住宅
耐震診断相談会

13:30～16:30

046-225-2434

046-223-0166

市内の公民館などで巡回開催

建築安全担当

8:30～17:00

0463-21-9731

0463-21-9769

本館6階

耐震相談窓口

8:30～17:15

0465-33-1433

0465-33-1579

木造住宅・分譲マンション・特定建築物の耐震相談

戸別訪問

9:00～11:00
13:30～15:30
（予約制）

0465-33-1433

0465-33-1579

建築士が戸別訪問。簡単な現地調査をした上で１階平面図を
もとにした簡易耐震診断や耐震相談を実施

木造住宅
無料耐震相談会

随時（予約制）

0465-33-1433

0465-33-1579

市内の公共施設を巡回。１階平面図をもとにした聞き取りによ
る簡易耐震診断（現地調査は省略)や耐震相談の実施

建築指導課

耐震相談窓口

8:30～17:00

0463-83-0883

0463-82-7410

市役所西庁舎2階

都市部建築指導課

建築安全担当

8:30～17:00

0467-82-1111
(2327)

0467-57-8377

市役所本庁舎3階

公民館等（巡回）

建築なんでも相談

13:00～16:00

0467-82-1111
(2327)

0467-57-8377

市内の公民館や市役所本庁舎１階市民ふれあいプラザで不
定期に開催 簡易診断の実施及び一般診断補助金の申込受
付

街づくり施設部建築指導課

建築指導係

8:30～17:15

046-260-5425

046-264-6105

木造住宅、分譲マンションの耐震相談（市役所庁舎 4階）・耐
震診断を義務付けた路線の沿道建築物・耐震説明隊（自治会
からの要望に応じ防災訓練時等に職員を派遣）

川崎市

相模原市

建築・住まい政策課

鎌倉市

建築指導課

厚木市

建築指導課

平塚市

小田原市

秦野市

建築指導課

建築指導課

茅ヶ崎市

大和市

＊１ 上記の県・市は、それぞれが所管行政庁となります。
＊２ 昼休み時間は、各窓口に確認して下さい。

耐震診断・改修に関する相談窓口
地方公共団体
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相談窓口設置場所

窓口の名称

受付時間

電話番号
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ＦＡＸ番号

備

考

逗子市

まちづくり景観課

8:30～17:15

046-873-1111
(462)

046-873-4520

市庁舎2階

三浦市

財産管理課

8:30～17:15

046-882-1111
(251,254)

046-882-1160

市役所第2分館2階

伊勢原市

建築住宅課

営繕係

8:30～17:00

0463-944790(直通)

0463-95-7614

本庁舎2階

海老名市

まちづくり部住宅まちづくり課

住宅政策係

8:30～17:15

046-235-9606
(直通)

046-233-9118

建築士による耐震相談会を庁舎で開催（3回／年）

座間市

建築住宅課

指導係

8:30～17:15

046-252-7396

046-255-3550

庁舎4階

南足柄市

都市計画課

施設営繕班

8:30～17:15

0465-73-8058

0465-70-1077

庁舎2階
木造住宅耐震相談会を庁舎会議室で開催（3回／年）

綾瀬市

都市部都市計画課

計画調整・開発指導担
8:30～17:00
当

0467-70-5625

0467-70-5703

庁舎5階

葉山町

都市計画課

建築指導係

8:30～17:00

046-876-1111
(代)

046-876-1717

庁舎2階

寒川町

都市建設部都市計画課

都市計画・開発指導担
8:30～17:15
当

0467-74-1111
(代)

0467-75-9906

庁舎3階
月1回木造住宅無料耐震相談を実施

大磯町

都市建設部都市計画課

開発指導係

8:30～17:15

0463-61-4100
(242)

0463-61-1991

本庁舎2階
住宅の耐震診断・改修の補助案内

二宮町

都市部都市整備課

都市整備課
（計画指導班）

8:30～17:15

0463-71-5956

0463-73-0134

庁舎2階
木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助案内

中井町

まち整備課

計画班

8:30～17:15

0465-81-3901

0465-81-4676

庁舎1階

大井町

都市整備課

8:30～17:15

0465-85-5014

0465-82-3295

庁舎1階
木造耐震診断・耐震改修の補助案内

松田町

まちづくり課

都市計画係

8:30～17:15

0465-84-1332

0465-83-5031

庁舎1階

山北町

都市整備課

管理計画班

8:30～17:15

0465-75-3647

0465-75-3661

庁舎2階

開成町

街づくり推進課

都市計画班

8:30～17:15

0465-84-0321

0465-82-5234

庁舎2階

箱根町

環境整備部都市整備課

景観推進係

8:30～17:15

0460-85-9566

0460-85-7577

本庁舎2階

真鶴町

まちづくり課

都市計画係

8:30～17:15

0465-68-1131

0465-68-5119

耐震診断に対する補助制度があります（本庁舎2階）

湯河原町

まちづくり課

計画係

8:30～17:15

0465-63-2111

0465-64-1401

第3庁舎3階

愛川町

建設部都市施設課

都市計画班

8:30～17:15

046-285-2111
(3444）

046-286-5021

通常の業務の中で相談を受けている

清川村

まちづくり課

木造住宅
無料耐震相談

8:30～17:15

046-288-3862

046-288-1909

役場庁舎で年2回開催
村広報紙にて周知

＊１ 上記の市町村は、県が所管行政庁となります。
＊２ 昼休み時間は、各窓口に確認して下さい。

相談窓口設置場所

一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会

窓口の名称

事務局

受付時間
9:30～12:00
13:00～16:00

電話番号
(内線番号）

045-228-0755

ＦＡＸ番号

10:00～16:00
JIA神奈川建築相談室 (月･木 電話にて
予約受付)

045-663-2745

考

045-212-3807

電話による一般相談
木造：支部で対応
木造以外：登録事務所名簿の紹介
※詳細については、お問い合わせください。

045-663-2746

建築相談室は第3木曜日に開催。完全予約制。
電話にて予約を受付。受付時間は月・木10:00～16:00。
※コロナウイルス感染状況により変動しますので、JIA神奈川
ホームページにてご確認ください。
JIA神奈川は耐震診断より主に改修の相談を行っています。
無料相談の時間は13:30～(1名)、14:30～(1名)です。

平日(月～金)

公益社団法人 日本建築家協会
関東甲信越支部 JIA神奈川地域会

備

