
ブロック塀に関する問合せ先(電話相談窓口一覧)【その１】 

【電話相談窓口】 

①特定行政庁 

特定行政

庁 
担当課 電話番号 

管轄 

熊本県 

建築課 096-333-2535 
熊本市、八代市及び天草市

以外 

県央広域本部土木部 

景観建築課 
096-273-9634 

宇土市、宇城市、美里町、 

上益城郡、上天草市、苓北町

県北広域本部土木部 

景観建築課 

0968-25-2729 
荒尾市、玉名市、玉名郡、 

山鹿市、菊池市 

0968-25-2724 
合志市、大津町、菊陽町、 

阿蘇市、阿蘇郡 

県南広域本部土木部 

景観建築課 
0965-33-3117 

氷川町、水俣市、芦北町、 

津奈木町、人吉市、球磨郡 

熊本市 建築指導課 096-328-2513 熊本市内 

八代市 建築指導課 0965-33-4750 八代市内 

天草市 建築課 0969-32-6797 天草市内 

 

②建築関係団体 

一般財団法人熊本県建築住宅センター 096-385-0771 

公益社団法人熊本県建築士会 

別表（次ページ）を参照下さい。 一般社団法人熊本県建築士事務所協会 

一般社団法人熊本県建築協会 

 

※現地調査を希望される方は、（２） 現地調査相談窓口（有料）にお問い合せ下さい。 



ブロック塀に関する問合せ先(電話相談窓口一覧)【その２】 

熊本県建築士会・熊本県建築士事務所協会・熊本県建築協会の電話相談窓口(別表) 

エリア 所属 氏名 事務所名
住所

（市町村名のみ）
電話番号 対応可能時間

1 中尾憲征 （公社）熊本県建築士会 熊本市中央区 090-6898-6499

2 和久田日出夫
建築＆設計倶楽部
一級建築士事務所

熊本市北区
090-4351-3433
096-348-0077

3 萩原　英一 ㈲象建築事務所 熊本市中央区 096-213-2250

4 永里　史 ㈲象建築事務所 熊本市中央区 096-213-2250

5 八木　龍平 大和設計㈱ 熊本市中央区 096-359-1313

6 堀田　実 ㈲堀田総合設計 熊本市中央区 096-387-4406

7 伊豆野　友加里 ㈲堀田総合設計 熊本市中央区 096-387-4406

8 冨永　忠徳 ㈲堀田総合設計 熊本市中央区 096-387-4406

9 白石　繁 ㈱ＭＯＺ設計事務所 熊本市中央区 096-346-1234

10 田中　之博 ㈱田中建築設計事務所 熊本市北区 096-343-2131

11 大野　貴大 ㈱田中建築設計事務所 熊本市北区 096-343-2131

12 坂本　修一 ㈲ノーベル設計 熊本市北区 096-341-3303

13 佐藤　俊輔 ㈱バオプラーン熊本 熊本市東区 096-381-8181

14 宮村　省次 ㈲ＣＡＭ建築設計事務所 熊本市西区 096-329-6661

15 立川　亮 ㈲ＣＡＭ建築設計事務所 熊本市西区 096-329-6661

16 南　孝雄 ㈱産紘設計 熊本市南区 096-370-0035

17 友永　博光 ㈱産紘設計 熊本市南区 096-370-0035

18 道喜　光一 ㈱道喜建築研究所 熊本市南区 096-221-3985

19 御手洗　未子 ㈱道喜建築研究所 熊本市南区 096-221-3985

20 玉名
建築
協会

松本　隆義 松本建設(株) 玉名市松木 0968-73-4125

21 菊池 大嶋　和博 大嶋建築事務所 合志市栄 090-3986-6197

22 下野　健一 下野建築設計事務所 八代市古麓町 0965-33-7003

23 早水　親廣 ハヤミズ建築設計事務所 八代市旭中央通 0965-35-5322

24 月足　　眞 月足建築事務所 人吉市合ノ原町 0966-23-2522

25 高松　淳二
熊本建築景観保護
一級建築士事務所

人吉市南町 0966-24-1653

26 宮原　正名 宮原建設㈱一級建築士事務所 人吉市大畑町 0966-22-3001

27 久保田　貴紀
かちゃあデザイン
一級建築士事務所

多良木町 0966-42-3680

28 緒方　弘美 美建設計事務所 あさぎり町 0966-45-2920

29 本田　利廣 ㈲本田建築設計事務所 人吉市下原田町 0966-24-8618

30 糸原　勝美 ㈲本田建築設計事務所 人吉市下原田町 0966-24-8618

31 鬼塚　梨佳 ㈲本田建築設計事務所 人吉市下原田町 0966-24-8618

32 本田　華子 ㈲本田建築設計事務所 人吉市下原田町 0966-24-8618

33 北川　康幸 ㈲北川設計事務所 あさぎり町 0966-45-3710

34 松田　了一 ㈱西日本建設測地社一級建築士事務所 錦町 0966-38-3399

35 小牧二三生 吉田稔充建築設計室 天草市久玉町 0969-72-3858

36 進藤国臣 吉田稔充建築設計室 天草市久玉町 0969-72-3858

37 吉田稔充 吉田稔充建築設計室 天草市久玉町 0969-72-3858

38 橋本　雄二 ユー設計事務所 天草市本渡町 0969-23-9223

39 橋本　健一 ユー設計事務所 天草市本渡町 0969-23-9223

40 岩﨑　良弘 弘設計事務所 天草市港町 090-7164-5327

41 岩﨑　めい子 弘設計事務所 天草市港町 090-7465-7165

42 建築協会 苓州建設工業 (株)苓州建設工業 天草市佐伊津町 0969-23-2211

9時～16時
（平日)

9時～16時
（平日)

13時～15時
(平日 )

建築
士会

建築
士会

建築
士会

建築士
事務所
協会

熊本市

八代

建築士
事務所
協会

建築士
事務所
協会

球磨

建築士
事務所
協会

天草

 

 

 

 

 

 


