
都市計画課窓口一覧 千葉県

市町村 よみ 担当 所在地 TEL 内線 FAX
千葉県 ちばけん 県土整備部都市計画課都市計画班 千葉市中央区市場町1-1 043-223-3376 043-222-7844

千葉市 ちばし 都市局都市部都市計画課 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階 043-245-5305 043-245-5627

銚子市 ちょうしし 都市整備課都市整備室都市計画班 銚子市若宮町1-1 0479-24-8945 0479-22-3466

市川市 いちかわし 街づくり部都市計画課 市川市市川南2丁目9番12号 047-712-6323 047-712-6324

船橋市 ふなばしし 都市計画課 船橋市湊町2-10-25 047-436-2524 047-436-2544

館山市 たてやまし 建設環境部都市計画課都市計画係 館山市北条1145-1 0470-22-3640 0470-23-3116

木更津市 きさらづし 都市整備部都市政策課 木更津市朝日3-10-19木更津市役所朝日庁舎 0438-23-8466 0438-22-4736

松戸市 まつどし 街づくり部都市計画課 松戸市根本387番地の5新館8階 047-366-7372 047-366-1132

野田市 のだし 都市部都市計画課 野田市鶴奉7番地の1 04-7123-1193

茂原市 もばらし 都市建設部都市計画課 茂原市道表1番地 0475-20-1546 0475-20-1606

成田市 なりたし 都市部都市計画課 成田市花崎町760番地 0476-20-1560 0476-22-4493

佐倉市 さくらし 都市部都市計画課 佐倉市海隣寺町97 043-484-6163 043-486-2506

東金市 とうがねし 都市建設部都市整備課計画係 東金市東岩崎1番地1 0475-50-1154 0475-50-1298

旭市 あさひし 都市整備課都市計画班 旭市ニの1920番地  0479-62-5355

習志野市 ならしのし 都市計画課 習志野市鷺沼2丁目1番1号 047-453-9227 047-453-7384

柏市 かしわし 都市部都市計画課 柏市柏255番地-1 04-7167-1144 04-7167-7668

勝浦市 かつうらし 都市建設課都市計画係 勝浦市新官1343番地の1 0470-73-6627 0470-73-8788

市原市 いちはらし 都市部都市計画課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 0436-23-9838 0436-21-1478

流山市 ながれやまし 都市計画部都市計画課 流山市平和台1-1-1 04-7150-6087 04-7159-0954

八千代市 やちよし 都市計画課 八千代市大和田新田312-5 047-483-1151

我孫子市 あびこし 都市部都市計画課 我孫子市我孫子1858番地 04-7185-1529 04-7185-4329

鴨川市 かもがわし 建設経済部都市建設課 鴨川市横渚1450 04-7093-7835

鎌ケ谷市 かまがやし 都市計画課都市政策室 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号 047-445-1422

君津市 きみつし 建設計画課都市計画係 君津市久保2丁目13番1号 0439-56-1261 0439-56-1626

富津市 ふっつし 建設経済部都市政策課 富津市下飯野2443 0439-80-1306 0439-80-1350

浦安市 うらやすし 都市計画課 浦安市猫実一丁目1番1号 047-712-6542

四街道市 よつかいどうし 都市部都市計画課 四街道市鹿渡無番地 043-421-6141

袖ケ浦市 そでがうらし 都市整備課（市街地整備室）都市計画班 袖ケ浦市坂戸市場1番地1（新館6階） 0438-62-3514 0438-63-9670

八街市 やちまたし 建設部都市計画課 八街市八街ほ35番地29 043-443-1430

印西市 いんざいし 建設部都市計画課計画係 印西市大森2364‐2 0476-33-4653 0476-42-0028

白井市 しろいし 都市建設部都市計画課計画整備班 白井市復1123番地 047-492-1111 047-491-3510

富里市 とみさとし 建設部都市計画課 富里市七栄652番地1 0476-93-5147 0476-93-5153

南房総市 みなみぼうそうし 安房土木事務所管理課 館山市北条402-1安房合同庁舎2階 0470-22-4341 0470-23-8349

匝瑳市 そうさし 都市整備課/都市計画班 匝瑳市八日市場ハ793番地2 0479-73-0091

香取市 かとりし 都市整備課 香取市佐原ロ2127番地 0478-50-1214

山武市 さんむし 都市整備課都市計画係 山武市殿台296番地 0475-80-1191 0475-82-2107

いすみ市 いすみし 建設課 いすみ市大原7400-1 0470-62-120

大網白里市 おおあみしらさとし 都市整備課都市計画班 大網白里市大網115番地2 0475-70-0364 0475-72-9107

酒々井町 しすいまち まちづくり課計画整備班 印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地 043-496-1171 153,156 043-496-5765

栄町 さかえまち まちづくり課 印旛郡栄町安食台１丁目２番 0476-33-7719

神崎町 こうざきまち 建設水道部都市整備課管理班 香取市佐原ロ2127番地(市役所3階） 0478-50-1214 0478-54-7654

多古町 たこまち 都市計画課 香取郡多古町多古584 0479-76-5408 0479-76-7144

東庄町 とうのしょうまち まちづくり課建設係 香取郡東庄町笹川い4713-131 0478-86-6074 0478-86-4051

九十九里町 くじゆうくりまち まちづくり課管理係 山武郡九十九里町片貝4099 0475-70-3156 0475-76-7934

芝山町 しばやままち まちづくり課都市計画係 山武郡芝山町小池992 0479-77-3909 0479-77-0871

横芝光町 よこしばひかりまち 都市建設課 山武郡横芝光町宮川11902番地 0479-84-1217

一宮町 いちのみやまち 都市環境課 長生郡一宮町一宮2457 0475-42-1430 0475-40-1075

睦沢町 むつざわまち 長生土木事務所建築宅地課 茂原市茂原1102-1長生合同庁舎4階 0475-24-4286

長生村 ちょうせいむら まちづくり課 長生郡長生村本郷1-77 0475-32-2116 0475-32-1486

白子町 しらこまち 建設課地籍都市計画係 長生郡白子町関5074-2 0475-33-2116 0475-33-4132

長柄町 ながらまち 建設環境課 長生郡長柄町桜谷712番地 0475-35-2114 0475-35-4743

長南町 ちょうなんまち 建設環境課都市計画・生活環境係 長生郡長南町長南2110番地 0475-46-3394

大多喜町 おおたきまち 建設課管理係 夷隅郡大多喜町大多喜93番地 0470-82-2115

御宿町 おんじゆくまち 建設環境課 夷隅郡御宿町須賀1522 0470-68-6694 0470-68-7183

鋸南町 きよなんまち 建設水道課建設環境室 安房郡鋸南町下佐久間3458番地 0470-55-2133 0470-55-0421


