和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定に基づく専門相談員名簿

対応時間
作成団体名
（一社）和歌山県建築士会
平日９：００～１７：００
相談員の資格 建築士
相談分野
インスペクション（建物状況調査）、耐震診断・補強、リフォーム、用途変更、解体、建築等に関すること
連絡方法
空家等の所在する地域の相談員に直接、電話等（FAX、メール）によりお願いします。
相談方法
電話等又は面談相談となります。面談場所は、原則、事業所所在地、団体等の事務所、団体等が主催する相談会場となります。
相談に係る費用
電話等又は面談相談は無料。現地調査等を伴う場合は、有料となりますので、事前に金額も含めご相談ください。
相談員氏名
所属事業所名
事業所所在地
電話
FAX
（和歌山市、海南市、紀美野町）
中西
鈴木
松本
佐原
田中
芦辺
鈴木
田中
東村
九鬼
岩橋
白樫
田中

重裕
史郎
有弘
久登
梨穂
留美
善仁
昇
司
敏博
和義
美映
茂雄

（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ
しろう建築設計室
大和産業（株）
Ｓ・Ａ設計室
田中一級建築士事務所
一級建築士事務所アリス設計工房
（株）鈴建
田中建築設計事務所
TSUCASA
九鬼建築士事務所
岩橋設計社
白樫設計事務所
一級建築士事務所 紀州設計

和歌山市梅原386
和歌山市築港５丁目１０－１３ アールメディカルビル１０１
和歌山市小雑賀４８
和歌山市寄合町１５ 藤井松ビル３Ｆ
和歌山市楠本１１３－１
和歌山市和歌浦東一丁目２－８
和歌山市府中703-1
和歌山市毛見1505-10パシフィックビスタⅢ604号
海南市小野田676
海南市下津町中528
和歌山市北出島1-4-26
海南市黒江539
海南市下津町下津2574

073-452-2331
073-428-8878
073-433-7741
073-425-6307
073-462-0686
073-448-5721
073-461-7734
073-448-2443
073-487-5838
073-492-2375
073-460-9613
073-482-0035
073-492-5222

073-452-2332
073-428-8877
073-431-3341
073-425-6307
073-462-5932
073-448-5722
073-461-7735
073-448-2443
073-487-5838
073-492-2667
073-460-9613
073-482-0035
073-492-5222

（株）宮本工務店
（株）ジェミニ設計
アスティー一級建築士事務所
（有）中川工作所一級建築士事務所
服部建築設計事務所
（株）ＫＵＲＯＤＡ
仲谷義和＆設計工房
(株)小川一級建築士設計事務所

岩出市岡田８０
岩出市宮７１－１パストラルビル３F
和歌山市吉礼300-28
紀の川市西大井109-1
紀の川市深田432-2
和歌山市小雑賀130-1
紀の川市荒見７３４－１
岩出市高瀬82-3岩出Ｎ．Ｄビル4Ｆ

0736-62-2427
0736-60-5330
073-478-0100
0736-77-3169
0736-73-6418
073-427-2027
0736-73-4981
0736-62-2445

0736-62-2447
0736-63-1380
073-478-0103
0736-77-6437
0736-66-8077
073-427-1626
0736-73-4981
0736-62-5810

伊都郡九度山町九度山1158-4
橋本市清水６９７－１４

0736-54-3611
0736-33-5302

0736-54-4851
0736-33-5332

有田市初島町里2100-3
有田市宮崎町１７２－８
有田郡有田川町庄442
有田郡有田川町小島332-7

0737-83-3163
0737-83-6087
0737-52-4710
0737-52-6080

0737-83-3163
0737-83-6087
0737-52-7726
0737-52-4819

御坊市湯川町富安2314-8
日高郡印南町西ノ地１１６２－３
御坊市薗２９５－８

0738-22-0525
0738-43-0477
0738-24-1136

0738-22-0525
0738-43-0575
0738-52-7313

西牟婁郡上富田町朝来３２６－１２９
日高郡みなべ町北道286
西牟婁郡上富田町朝来２６３６－１９
西牟婁郡すさみ町周参見３７２１

0739-47-3682
0739-72-5878
0739-47-6161
0739-55-2173

0739-47-3682
0739-72-5879
0739-47-6464
0739-55-4190

浜田宗彦建築設計事務所
竹田一級建築設計事務所
烏藤一級建築設計事務所
島田一級建築設計事務所

東牟婁郡串本町鬮野川１１８８―１
東牟婁郡串本町姫704
新宮市馬町１―１―４
新宮市田鶴原町2-9-12

0735-62-5335
0735-72-1786
0735-21-1272
0735-21-5867

0735-62-6165
0735-72-1786
0735-21-7152

（株）清水設計事務所

東牟婁郡那智勝浦町築地8-8-2

0735-52-2941

0735-52-2923

（紀の川市、岩出市）
宮本
西根
栗林
中川
服部
坂田
仲谷
森本

晴生
裕晴
利幸
皓次
修児
理恵子
美幸
裕子

（橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町）
森 優司
向井 敬

森工作建築設計
K設計・向井建築事務所

（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）
池端 聡
田中 寿士
寺杣 俊一
芝 聖一郎

一級建築士事務所ナル建築研究所
日宝設計（株）一級建築士事務所
寺杣建築設計事務所
（有）寿公建設

（御坊市、美浜町、由良町、日高町、印南町、みなべ町、日高川町）
中井 一人
久岡 政弘
髙澤 勝

建築工房なかい
（株）寺前則彦設計室
髙澤建築設計事務所

（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）
藍畑
小田
柳川
稲葉

春雄
貢
廣美
久

ＮＡＯ建築設計事務所
小田建築設計事務所
ひろみ設計
（株）阿部工務店

（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）
濱田
竹田
烏藤
島田

宗彦
秀樹
昭博
敏行

清水 良光

和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定に基づく専門相談員名簿

作成団体名

対応時間
平日９：００～１７：００

（公社）和歌山県宅地建物取引業協会

相談員の資格 宅地建物取引士
相談分野

空き家・空き地の取引全般に関すること

連絡方法

宅建協会 073-471-6000にお電話下さい。

相談方法

電話等又は面談相談となります。面談場所は宅建協会事務所となります。

相談に係る費用

電話等又は面談相談は無料。現地調査等を伴う場合は有料となりますので、事前に金額も含めご相談ください。

相談員氏名
所属事業所名
（和歌山市、海南市、紀美野町）

事業所所在地

赤間 淳巳

日前開発

和歌山市有家320-1

赤松 義邦

あかまつ不動産(株)

和歌山市太田4-3-5 川端ビル

岩端 芳則

(株)ベストリレーション

和歌山市西高松1-5-4 高松丸岩ビル303号

児玉 真維

(株)甲真

和歌山市山吹丁9 NaturalPark301

新家 賢治

新家住宅(株)

和歌山市梶取59-4

中村 達也

(株)あさひＣ＆Ｃ Ｏffice

和歌山市七番丁11-1 アラスカビル503

西川 純司

(有)エステートニシカワ

和歌山市有家331-5

西島 靖

丸幸不動産

和歌山市寄合町40

山下 茂男

エポック(株)

和歌山市中之島1655

佐伯 卓生

(株)スエタカ

海南市木津292-9

髙垣 光弘
髙垣不動産
（紀の川市、岩出市）

海南市名高504-2

榎本 文三

(株)幸和ホーム

紀の川市名手市場278-1

阪田 英司

(株)阪田地所

紀の川市桃山町元145-4

中川 皓次

(有)中川工作所

紀の川市西大井109-1

松下 誠

(株)丸善

岩出市東坂本198

電話

FAX

宅建協会

073-471-6000
にお電話下さい。

宅建協会
073-471-6000
にお電話下さい。

（橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町）
澤本 義明

(株)一心幸産

伊都郡かつらぎ町笠田東98-6 日の丸ビル102

宅建協会
073-471-6000
にお電話下さい。

（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）
小林 孝郎

(有)サンホーム

有田郡湯浅町湯浅1922

松村 秀一

おくら前不動産

有田市箕島33-1 紀州有田商工会議所306号室

宅建協会
073-471-6000
にお電話下さい。

（御坊市、美浜町、由良町、日高町、印南町、みなべ町、日高川町）
中家 博

ナカヤ不動産

日高郡由良町吹井962-15

細川 幸三

(株)興土不動産

御坊市湯川町小松原420-15

宅建協会
073-471-6000
にお電話下さい。

（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）
木村 勝次

(株)タナベハウス

田辺市中万呂869-40

近藤 仁志

近藤産業(株)

田辺市新屋敷町6-1

宅建協会
073-471-6000
にお電話下さい。

（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）
濵 修一

(有)ハマシュウ

東牟婁郡那智勝浦町宇久井1730-62

濵田 勝裕

(有)政美住宅

東牟婁郡串本町串本1735-118

宅建協会
073-471-6000
にお電話下さい。

和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定に基づく専門相談員名簿

対応時間
平日９：００～１７：００

作成団体名
→和歌山県土地家屋調査士会
相談員の資格 →土地家屋調査士
相談分野

→建物現況調査、用途変更（表題変更登記）、滅失登記、敷地境界線

連絡方法

→空家等の所在する地域の相談員に直接、電話等（FAX、メール）によりお願いします。

相談方法

→電話等又は面談相談となります。面談場所は、原則、事業所所在地、団体等の事務所、団体等が主催する相談会場となります。

相談に係る費用

→電話等又は面談相談は無料。現地調査等を伴う場合は、有料となりますので、事前に金額も含めご相談ください。

相談員氏名

所属事業所名

事業所所在地

電話

FAX

（和歌山市、海南市、紀美野町）
山村 定司

山村定司土地家屋調査士事務所 和歌山市太田２丁目１３番２７号

０７３－４７３－８０７８

０７３－４７３－８１１４

嶌村 拓滋

嶌村拓滋土地家屋調査士事務所 海南市日方１２８９番地１９３

０７３－４８２－２７５０

０７３－４８３－６９１４

川口 吉雄

川口吉雄土地家屋調査士事務所 紀の川市打田５３７番地

０７３６－７７－０３００

０７３６－７７－０３０１

長岡 史郎

長岡史郎土地家屋調査士事務所 岩出市桜台１３６番地７５

０７３６－６３－０６３５

０７３６－６３－２４２５

（紀の川市、岩出市）

（橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町）
北山 佳史

北山佳史土地家屋調査士事務所 伊都郡かつらぎ町大字妙寺１２６番地の２４

０７３６－２２－７１３８

０７３６－２２－７５３９

和田 佳人

和田佳人土地家屋調査士事務所 橋本市橋谷７４０番地

０７３６－３８－３５０３

０７３６－３８－３５０４

（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）
菊屋 洋平

菊屋洋平土地家屋調査士事務所 有田郡有田川町大字熊井７６０番地１

０７３７－５３－２２８８

０７３７－５３－２２７７

前田 一生

前田一生土地家屋調査士事務所 有田郡湯浅町大字栖原９０９番地１

０７３７－２３－７８３６

０７３７－２３－７８３７

角光弘土地家屋調査士事務所 御坊市野口９９８番地５

０７３８－２３－１１７１

０７３８－２３－９３０７

相原斉樹土地家屋調査士事務所 日高郡由良町大字網代２５２番地の３

０７３８－３５－２０１７

０７３８－３５－２０２５

（御坊市、美浜町、由良町、日高町、印南町、みなべ町、日高川町）
角

光弘

相原 斉樹

（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）
澤本 明治

澤本明治土地家屋調査士事務所 田辺市東陽１９番１０号

０７３９－２４－２１６７

０７３９－２４－１６７５

福本 和哉

福本和哉土地家屋調査士事務所 田辺市朝日ヶ丘１７番１９号

０７３９－２２－６６６２

０７３９－２５－７９３８

（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）
本舘 尚志

本舘尚志土地家屋調査士事務所 新宮市緑ヶ丘２丁目１番２２号

０７３５－２２－４５６４

０７３５－２２－４５６４

西

西芳秀土地家屋調査士事務所 新宮市田鶴原町２丁目７番２１号

０７３５－２１－０７３７

０７３５－２１－０９３７

芳秀

和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定に基づく専門相談員名簿

対応時間
作成団体名
和歌山県司法書士会
平日９：００～１７：００
相談員の資格 司法書士
相続、相続人の確認、土地建物の権利関係、家庭裁判所提出の書面作成相談（調停、審判、後見人等）等
相談分野
連絡方法
事務局までお問合せ下さい TEL073-422-0568
相談方法
面談・電話相談・相談希望の方は、本会に一度連絡して頂いて、本会から相談員を紹介し、相談者から電話をして頂く。
相談に係る費用
無料
相談員氏名
所属事業所名
事業所所在地
電話
FAX
（和歌山市、海南市、紀美野町）
クローバー司法書士事務所
和歌山市有田屋町南ノ丁３０番地 SkyTower
井口 浩司
和歌山市杉ノ馬場１丁目１１番地
北野 倫男
和歌山市三番丁７４番地 オフィス中川１階
坂口 裕一朗
和歌山市小松原通３丁目６８番地 ＴＥビル２階
上代 浩嗣
和歌山市六十谷７４９番地６ 清水ビル２階
髙橋 秀卓
和歌山市東長町３丁目２３番地
栩野 進次
和歌山市杉ノ馬場１丁目２２番地
中 弘
事務局までお問合せ下さい
和歌山市屋形町２丁目７番地 西川ビル４階
林 紀久夫
TEL０７３－４２２－０５６８
和歌山市三番丁７４番地 オフィス中川１階
三栖 正和
和歌山市東布経丁２丁目６番地
森 雅宏
MYSOUL山本司法書士事務所 和歌山市岡山丁２６番地
山本 美佐子
和歌山市三番丁１８番地
寺下 能明
和歌山市三番丁８０番地
伊澤 徹
和歌山市久右衛門丁６５番地 ＧＨビル３階３０１号
阪本 秀人
（紀の川市、岩出市）
楠見 郁夫
野嶋 弘太郎
吉田 祈
阪田 英司

紀の川市粉河１２２番地１
岩出市西野１４８番地の１ ミムラビル３－Ｄ
紀の川市西大井３３７番地
紀の川市桃山町元１４５番地４

（橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町）
大宮 一郎
西岡 正圭
正木 師麻世
勇川 光

橋本市東家１丁目１番４号 秋山ビル１階
橋本市東家５丁目３番１２号
橋本市東家１－１－１５ ファーサードビル２階
橋本市東家５丁目２番１号

（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）
金丸 充
川端 敏弘
南口 暢宏

有田郡湯浅町大字青木３２２番地
海南市下津町小南３４１番地
海南市下津町上３２番地４

（御坊市、美浜町、由良町、日高町、印南町、みなべ町、日高川町）
日高郡日高町大字高家１０８９番地の７
掛井 真美
御坊市島１０１番地５
楠本 博昭
御坊市薗３７０番地９
中島 留吉
日高郡由良町大字里２８１番地の１
東本 慎司
（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）
井口 博文
栗原 雅人

日高郡みなべ町芝３７７番地１５
田辺市中屋敷町２４番地１１ 自在館ビル３Ｆ

小林 徹

田辺市新庄町３３５３番地の９
和歌山県立情報交流センターBig･U109

佐藤 裕一
松下 忠弘

田辺市下屋敷町７３番地
日高郡みなべ町芝６２８番地２

（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）
東牟婁郡那智勝浦町大字下里１３３７番地
間所 寛夫
新宮市千穂３丁目３番２号
山門 隆久
新宮市新宮７６５１－１ サンパティオL-1
更谷 正樹
東牟婁郡串本町串本４０番地の６９
平田 正明

事務局までお問合せ下さい
TEL０７３－４２２－０５６８

事務局までお問合せ下さい
TEL０７３－４２２－０５６８

事務局までお問合せ下さい
TEL０７３－４２２－０５６８

事務局までお問合せ下さい
TEL０７３－４２２－０５６８

事務局までお問合せ下さい
TEL０７３－４２２－０５６８

事務局までお問合せ下さい
TEL０７３－４２２－０５６８

和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定に基づく相談窓口

相談窓口名

空き家の不動産鑑定評価に係る相談窓口

相談分野

空き家・空き地の適正価格、住宅ファイル制度

団体名

（一社）和歌山県不動産鑑定士協会

団体所在地

和歌山市七番丁17和歌山朝日ビル5階

連絡方法

平日９：００～１７：００

電話

073-402-2435

FAX

073-402-2441

メールアドレス

w-reaa03@triton.ocn.ne.jp

対応する者の資格

不動産鑑定士

相談方法

電話相談希望に関しては、事務局が相談概要をお聞きし、担当者から連絡させていただきます
面談相談希望に関しては、事務局が相談概要をお聞きし、相談時間を調整させていただきます。（相談場所は、協会
所在地となります）

相談費用

面談相談は無料。現地調査を伴う場合は、有料となります。

その他

面談相談は原則、毎月第３木曜日

和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定に基づく相談窓口

相談窓口名

空き家相談センターわかやま

相談分野

相談全般

団体名

一般社団法人ミチル空間プロジェクト

団体所在地
連絡方法
電話
FAX
メールアドレス

和歌山市十二番丁９リヴァージュ十二番丁５０２
１０：００～１９：００（日祝除く）
０７３－４２７－６０７０
０７３－４８８－７４５０
info@michiru-space.jp

対応する者の資格
相談方法

電話、メール、来訪

相談費用

無料

その他

毎月第3土曜日13時から17時 相談会開催

