近畿建築行政会議 違法に設置されたエレベーターの情報受付窓口一覧
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名前

担当部局

該当場所

電話番号

FAX番号

栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、
愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

077-528-4258

077-528-4912

1 滋賀県

土木交通部 建築課 建築指導室

2 大津市

未来まちづくり部 建築指導課

大津市

077-528-2774

077-523-1505

3 草津市

都市計画部 建築課

草津市

077-561-2378

077-561-2486

4 彦根市

都市建設部 建築指導課

彦根市

0749-30-6125

0749-24-8517

5 近江八幡市

都市整備部 建築課

近江八幡市

0748-36-5544

0748-36-5595

6 守山市

都市経済部 建築課

守山市

077-582-1139

077-582-3284

7 長浜市

都市建設部 開発建築指導課

長浜市

0749-65-6543

0749-65-6760

8 東近江市

都市整備部 建築指導課

東近江市

0748-24-5656

0748-24-1249

向日市、長岡京市、大山崎町

075-931-2478

075-931-2150

山城北土木事務所 建築住宅室

城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

0774-62-2246

0774-62-0876

山城南土木事務所 建築住宅室

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

0774-72-9521

0774-72-0830

亀岡市、南丹市、京丹波町

0771-62-0364

0771-62-3494

中丹西土木事務所 建築住宅室

福知山市

0773-22-5144

0773-22-5167

中丹東土木事務所 建築住宅室

舞鶴市、綾部市

0773-42-8785

0773-42-7546

宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

0772-22-2703

0772-22-3250

乙訓土木事務所 建築住宅室

9 京都府

南丹土木事務所 建築住宅室

丹後土木事務所 建築住宅室
10 京都市

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課

京都市

075-222-3613

075-212-3657

11 宇治市

都市整備部 建築指導課

宇治市

0774-20-8794

0774-21-0409

泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、
柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、
大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、
岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

06-6210-9726

06-6210-9718

12 大阪府

住宅まちづくり部 建築指導室 建築安全課

13 大阪市

都市計画局 建築指導部 建築確認課

大阪市

06-6208-9304

06-6202-6960

14 豊中市

都市計画推進部 建築安全課

豊中市

06-6858-2429

06-6854-9534

15 堺市

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

堺市

072-228-7482

072-228-7854

建設局 建築部 建築指導室 指導監察課

東大阪市

06-4309-3245

06-4309-3829

16

東大阪市

17 吹田市

都市計画部 開発審査室

吹田市

06-6384-1994

06-6368-9901

18 高槻市

都市創造部 審査指導課

高槻市

072-674-7567

072-661-7008

19 守口市

都市整備部 住宅まちづくり課

守口市

06-6992-1700

06-6992-1303

20 枚方市

都市整備部 開発指導室 建築安全課

枚方市

072-841-1441

072-841-5101

21 八尾市

建築部 審査指導課

八尾市

072-924-3852

072-923-2931

22 寝屋川市

まち政策部 まちづくり指導課

寝屋川市

072－824-1181
（2740）

072-825-2618

23 茨木市

都市整備部 審査指導課

茨木市

072-620-1661

072-620-1730

24 岸和田市

まちづくり推進部 建設指導課

岸和田市

072-423-9571

072-423-7252

25 箕面市

みどりまちづくり部 審査指導室

箕面市

072-724-6866

072-722-2466

26 門真市

まちづくり部 建築指導課

門真市

06-6902-6341

06-6902-1466

27 池田市

都市建設部 審査指導課

池田市

072-754-6339

072-752-6572

28 和泉市

都市デザイン部 建築・開発指導室

和泉市

0725-99-8141

0725-45-9352

29 羽曳野市

都市開発部 建築指導課

羽曳野市

072-958-1111
（2551）

072-958-8067

078-362-3609

078-362-4455

30 兵庫県

県土整備部 住宅建築局 建築指導課

洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、
篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、
たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、
太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

31 神戸市

建築住宅局 建築指導部 建築安全課

神戸市

078-595-6563

078-595-6663

32 尼崎市

都市整備局 都市計画部 建築指導課

尼崎市

06-6489-6647

06-6489-6597

33 姫路市

都市局 まちづくり推進部 建築指導課

姫路市

079-221-2549

079-221-2548

34 西宮市

都市局 建築・開発指導部 建築指導課

西宮市

0798-35-3742

0798-36-3795

35 伊丹市

都市活力部 都市整備室 建築指導課

伊丹市

072-784-8065

072-784-8145

36 明石市

都市局 住宅建築室 建築安全課

明石市

078－918－5046

078－918－5109

37 加古川市

都市計画部 建築指導課

加古川市

079-427-9264

079-441-7101

38 宝塚市

都市整備部 都市整備室 建築指導課

宝塚市

0797-77-2082

0797-74-8997

39 川西市

都市政策部 建築指導課

川西市

072-740-1204

072-740-1317

40 三田市

まちの再生部 都市政策室 審査指導課

三田市

079-559-5115

079-559-7400

41 芦屋市

都市建設部 建築指導課

芦屋市

0797-31-2114

0797-38-2164

42 高砂市

まちづくり部 まちづくり推進室 建築指導課

高砂市

079-443-9035

079-442-2229

大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、
葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、
三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、
広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、
十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

0742-27-7574

0742-27-7790

43 奈良県

県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全推進課

44 奈良市

都市整備部 建築指導課

奈良市

0742-34-4750

0742-32-5057

45 橿原市

まちづくり部 建築指導課

橿原市

0744-47-3517

0744-24-9718

46 生駒市

都市整備部 建築課

生駒市

0743-74-1111
（596）

0743-74-1221

073-441-3184

073-428-2038

073-435-1100

073-435-1175

47 和歌山県

県土整備部 都市住宅局 建築住宅課

海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、
紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、
美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、
上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町

48 和歌山市

都市建設局 都市計画部 建築指導課

和歌山市

