埼玉県

都市計画課窓口一覧
市町村
埼玉県
さいたま市
川越市
熊谷市
川口市
行田市
秩父市
所沢市
飯能市
加須市
本庄市
東松山市
春日部市
狭山市
羽生市
鴻巣市
深谷市
上尾市
草加市
越谷市
蕨市
戸田市
入間市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
桶川市
久喜市
北本市
八潮市
富士見市
三郷市
蓮田市
坂戸市
幸手市
鶴ヶ島市
日高市
吉川市
ふじみ野市
白岡市
伊奈町
三芳町
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
東秩父村
美里町
神川町
上里町
寄居町
宮代町
杉戸町
松伏町

よみ
さいたまけん
さいたまし
かわごえし
くまがやし
かわぐちし
ぎようだし
ちちぶし
ところざわし
はんのうし
かぞし
ほんじようし

担当
都市整備部 都市計画課
管理課都市管理係

所在地

TEL

内線

さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 048-830-5330

さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 048-646-3178
049-224-5945
川越市元町1丁目3番地1
0493-39-4813
都市計画課計画係
熊谷市宮町二丁目47番地1
048-242-6332
都市計画課地域計画係
川口市三ツ和1-14-3
都市整備部都市計画課計画担当 行田市本丸2番5号
048-550-1550
0494-26-6867
都市計画課
秩父市熊木町8番15号
04-2998-9192
街づくり計画部都市計画課
所沢市並木一丁目1番地の1
042-973-2268
建設部まちづくり推進課
飯能市大字双柳1番地の1
0480-62-1111
建設部まちづくり課
加須市三俣二丁目1番地1
0495-25-1136
都市整備部都市計画課計画係 本庄市本庄3丁目5番3号
0493-21-1425
ひがしまつやまし 都市整備部都市計画課
東松山市松葉町1-1-58
048-736-1111
都市計画課都市計画担当
春日部市中央六丁目2番地
かすかべし
04-2953-1111
都市建設部都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
さやまし
048-561-1121
まちづくり部まちづくり政策課
羽生市東6丁目15番地
はにゆうし
048-541-1321
都市計画課計画担当
鴻巣市中央1-1
こうのすし
048-574-6654
都市計画課
深谷市仲町11番1号
ふかやし
048-775-7629
都市計画課
上尾市本町三丁目1番1号
あげおし
048-922-1802
都市計画課 まちづくり推進係
草加市住吉1丁目5番2号
そうかし
都市整備部都市計画課（都市計画担当） 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
048-963-9221
こしがやし
048-433-7714
都市整備部まちづくり推進室
蕨市中央5丁目14番15号
わらびし
048-441-1800
都市計画課
戸田市上戸田1丁目18番1号
とだし
04-2964-1111
都市整備部都市計画課
入間市豊岡1-16-1
いるまし
048-463-2518
まちづくり推進課都市計画係
朝霞市本町1-1-1
あさかし
都市計画課まちづくりグループ 志木市中宗岡１丁目１−１
048-743-111
しきし
048-424-9145
都市整備課 計画担当
和光市広沢1-5市役所2階
わこうし
新座市野火止一丁目1番1号本庁舎3階 048-424-9613
まちづくり計画課
にいざし
048-786-3211
都市計画課都市計画係
桶川市泉1丁目3番28号
おけがわし
0480-22-1111
建設部都市計画課
久喜市北青柳1404番地7
くきし
048-594-5546
都市計画課都市計画担当
北本市本町1-111
きたもとし
都市デザイン部都市計画課都市計画係
048-996-3798
八潮市中央一丁目2番地1
やしおし
まちづくり推進部まちづくり推進課都市計画グループ
049-251-2711
富士見市大字鶴馬1800番地の1
ふじみし
まちづくり推進部都市デザイン課計画景観係
048-930-7740
三郷市花和田648番地1
みさとし
048-768-3111
都市計画課都市計画担当
蓮田市大字黒浜2799番地1
はすだし
049-283-1331
都市計画課まちづくり政策担当
坂戸市千代田1-1-1
さかどし
0480-43-1111
都市計画課計画担当
幸手市東4-6-8
さってし
049-271-1111
都市計画課
鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
つるがしまし
都市計画課計画推進・企業誘致担当 日高市大字南平沢1020番地
042-989-2111
ひだかし
048-982-9903
都市計画課都市計画係
吉川市きよみ野一丁目1番地
よしかわし
049-220-2068
都市計画課計画･開発係
ふじみ野市福岡1-1-1
ふじみのし
0480-92-1111
街づくり課都市計画担当
白岡市千駄野432番地
しらおかし
048-721-2111
都市計画課都市計画係
北足立郡伊奈町大字小室9493
いなまち
都市計画課/都市計画・区画整理担当 入間郡三芳町大字藤久保1100番地１ 049-258-0019
みよしまち
049-295-2112
入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
もろやままち まちづくり整備課都市計画係
049-292-3121
まちづくり整備課都市計画担当 入間郡越生町大字越生900-2
おごせまち
0493-56-4068
比企郡滑川町大字福田750-1
なめがわまち 建設課都市計画担当
0493-62-0721
比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
らんざんまち まちづくり整備課開発担当
0493-72-122
都市政策課都市政策グループ 比企郡小川町大字大塚55
おがわまち
かわじままち まち整備課都市計画グループ 比企郡川島町大字下八ツ林870番地1 049-299-1763
0493-63-5018
まち整備課都市計画係
比企郡吉見町大字下細谷411
よしみまち
はとやままち まちづくり推進課都市計画・都市施設担当 比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16 049-296-5893
0493-65-1521
ときがわ町大字桃木３２番地
ときがわまち 建設環境課
0494-25-0111
建設課計画・管理グループ
秩父郡横瀬町大字横瀬4545
よこぜまち
0494-62-1463
建設課
秩父郡皆野町大字皆野1420-1
みなのまち
秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1 0494-66-3111
ながとろまち 建設課建設担当
0494-79-1204
建設課
秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
おがのまち
0493-82-1222
ひがしちちぶむら 産業建設課
秩父郡東秩父村大字御堂634
0495-76-5134
建設水道課
児玉郡美里町大字木部323番地1
みさとまち
0495-77-0702
児玉郡神川町大字植竹909
かみかわまち 建設課
0495-35-1227
児玉郡上里町大字七本木5518
かみさとまち まち整備課
048-581-2121
都市計画課
大里郡寄居町大字寄居1180-1
よりいまち
0480-34-1111
みやしろまち まちづくり建設課都市計画・都市整備担当 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1
0480-33-1111
都市施設整備課
北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
すぎとまち
まつぶしまち 新市街地整備課開発建築担当 北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 048-991-1858

FAX
048-830-4881
049-225-9800

都市計画部都市計画課まちづくり推進担当

0493-39-5603
048-285-2003
048-553-4544
0494-26-5967
04-2998-9163
042-974-6770
0480-62-1934
0495-24-0242
0493-24-8857
3514

048-736-1974
04-2954-6262
048-561-6380
048-577-8464
048-571-1092
048-775-9906
048-922-3145
048-965-0948
048-433-2200
04-2965-0232

2524

048-464-5577
048-481-0500
048-786-9866
048-592-4925
048-997-7669
442

049-251-2726

252
534
564

0480-43-7656
049-271-1190
042-989-2316
048‐981‐5392

202,203
2423,2424

048-721-2138

235,238

049-274-1052

152

049-292-5400
0493-62-0713
251～255

0493-74-5315

049-296-2594

243,244

0494-66-0894
0493-82-1562
0495-77-3915

241,242,243
343,344,345

0480-34-1093

374,375

0480-33-2958

