
都市計画課窓口一覧 東京都

市町村 よみ 担当 所在地 TEL 内線 FAX
東京都 とうきょうと 都市整備局都市づくり政策部都市計画課 新宿区西新宿2-8-1 03-5321-1111 30～249

千代田区 ちよだく 環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係 千代田区九段南1-2-1 03-5211-3610 03-3264-4792

中央区 ちゅうおうく 都市計画課都市計画係 中央区築地一丁目1番1号 03-3546-5468

港区 みなとく 街づくり支援部都市計画課都市計画係 港区芝公園1丁目5番25号 03-3578-2215 03-3578-2239

新宿区 しんじゅくく 都市計画部-都市計画課 新宿区歌舞伎町1-4-1 03-5273-3527 03-3209-9227

文京区 ぶんきょうく 都市計画課都市計画担当 文京区春日1丁目16番21号 03-5803-1239 03-5803-1358

台東区 たいとうく 都市計画課 台東区東上野4丁目5番6号 03-5246-1363

墨田区 すみだく 都市計画部都市計画課都市計画・開発調整担当 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 03-5608-6266

江東区 こうとうく 都市整備部都市計画課都市計画担当（都市計画） 江東区東陽 4-11-28 03-3647-9454

品川区 しながわく 都市計画課 品川区広町2-1-36 03-5742-6760 03-5742-6889

目黒区 めぐろく 都市計画課都市計画係 目黒区上目黒二丁目19番15号 03-5722-9726 03-5722-9338

大田区 おおたく 都市計画課 大田区蒲田五丁目13番14号 03-5744-1333 03-5744-1530

世田谷区 せたがやく 都市整備政策部都市計画課 世田谷区世田谷4丁目21番27号 03-5432-2455 03-5432-3023

渋谷区 しぶやく 都市計画課都市計画係 渋谷区渋谷1-18-21 03-3463-2620

中野区 なかのく 都市基盤部都市計画分野都市計画担当 中野区中野四丁目8番1号 03-3228-8981 03-3228-5668

杉並区 すぎなみく 都市整備部管理課 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 03-3312-2111 03-5307-0689

豊島区 としまく 都市整備部都市計画課 豊島区南池袋2-45-1 03-4566-2632

北区 きたく まちづくり部都市計画課  北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎3階12番～14番 03-3908-9152

荒川区 あらかわく 都市計画課都市計画担当 荒川区荒川二丁目11番1号（北庁舎3階） 03-3802-3111 2812,2813 03-3802-0046

板橋区 いたばしく 都市整備部都市計画課土地利用計画担当 板橋区板橋二丁目66番1号 03-3579-2552

練馬区 ねりまく 都市整備部都市計画課都市計画窓口 練馬区豊玉北6丁目12番1号 03-5984-4717

足立区 あだちく 都市建設部建築室建築調整課用途照会係 足立区中央本町一丁目17番1号 03-3880-5943 03-3880-5615

葛飾区 かつしかく 調整課都市計画係 葛飾区立石5-13-1 03-5654-8328 03-3697-1660

江戸川区 えどがわく 都市開発部都市計画課都市計画係 江戸川区中央一丁目4番1号 03-5662-6369

八王子市 はちおうじし 都市計画部都市計画課 八王子市元本郷町三丁目24番1号 042-620-7302 042-627-5915 

立川市 たちかわし まちづくり部都市計画課 立川市泉町1156-9 042-528-4324 042-522-9725

武蔵野市 むさしのし 都市整備部まちづくり推進課 武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1872 0422-51-9250

三鷹市 みたかし 都市整備部都市計画課都市計画係 三鷹市野崎一丁目1番1号 0422-45-1151 2811,2814,2815 0422-46-4745

青梅市 おうめし 都市整備部都市計画課  青梅市東青梅1丁目11番地の1 0428-22-1111

府中市 ふちゅうし 都市整備部計画課 府中市宮西町2丁目24番地 042-335-4412 042-335-0499

昭島市 あきしまし 都市計画部都市計画課都市計画係 昭島市田中町1-17-1 042-544-5111 2262,2263 042-544-6440

調布市 ちょうふし 都市整備部 都市計画課 調布市小島町2丁目35番地1 042-481-7402 042-481-6800

町田市 まちだし 都市づくり部土地利用調整課 町田市森野2-2-22 042-724-4254 050-3161-6271

小金井市 こがねいし 都市計画課都市計画係 小金井市本町6丁目6番3号 042-387-9859 042-386-2619 

小平市 こだいらし 都市計画課計画担当 小平市小川町2-1333 042-346-9554 042-346-9513

日野市 ひのし まちづくり部都市計画課 日野市神明1丁目12番地の1日野市役所3階 042-514-8354 042-583-4483

東村山市 ひがしむらやまし まちづくり部都市計画課 東村山市本町1丁目2番地3 042-393-5111 2711～2714 042-393-6846 

国分寺市 こくぶんじし まちづくり部まちづくり計画課計画担当 国分寺市戸倉1-6-1 042-325-0111 356,449,454,455 042-324-0160

国立市 くにたちし 都市整備部都市計画課都市計画係 国立市富士見台2-47-1国立市役所3階(50番窓口) 042-576-2111 361 042-576-0264

福生市 ふっさし 都市建設部まちづくり計画課計画グループ 福生市本町5 042-551-1952

狛江市 こまえし 都市建設部まちづくり推進課 狛江市和泉本町一丁目１番５号 03-3430-1111

東大和市 ひがしやまとし 都市計画課都市計画係 東大和市中央3-930 042-563-2111 1255 042-563-5930

清瀬市 きよせし まちづくり課まちづくり係 清瀬市中里5-842清瀬市役所3階 042-497-2093 042-492-2415

東久留米市 ひがしくるめし 都市建設部都市計画課計画調整担当 東久留米市本町3-3-1 042-470-7762 042-470-7809

武蔵村山市 むさしむらやまし 都市整備部都市計画課計画係 武蔵村山市本町一丁目1番地の1 042-565-1111 272,274 042-566-4493

多摩市 たまし 都市整備部都市計画課計画担当 多摩市関戸6-12-1 042-338-6856 042-339-7754

稲城市 いなぎし 都市建設部都市計画課 稲城市東長沼2111番地 042-378-2111 042-378-9719

羽村市 はむらし 都市建設部都市計画課 羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1 042-555-1111 287 042-554-2921

あきる野市 あきるのし 都市整備部都市計画課 あきる野市二宮350番地 042-558-1111 2713

西東京市 にしとうきょうし 都市計画課 西東京市中町一丁目5番1号保谷庁舎5階 042-438-4050 042-438-2022

瑞穂町 みずほまち 都市整備部都市計画課計画係 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地 042-557-0599 042-556-3401

日の出町 ひのでまち まちづくり課都市計画係 西多摩郡日の出町大字平井2780番地 042-597-0511 351,352,353 042-597-4369

檜原村 ひのはらむら 産業環境課建設係 西多摩郡檜原村467-1 042-598-1011 121,125,128 042-598-1009

奥多摩町 おくたままち 地域整備課 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428-83-2317 0428-83-2344

大島町 おおしままち 建設課 大島町元町１－１－１４ 04992-2-1487 04992-2-4430

利島村 としまむら 利島村役場 利島村248番地利島村役場 04992-9-0011 04992-9-0190

新島村 にいじまむら 建設課 新島村本村1丁目1番1号 04992-5-0212 04992-5-1304

神津島村 こうづしまむら 建設課 神津島村904番地 04992-8-0011 04992-8-1242

三宅村 みやけむら 土木港湾課 三宅島三宅村伊豆642番地 04994-2-1313 04994-2-0232

御蔵島村 みくらじまむら 御蔵島村役場 御蔵島村字入かねが沢 04994-8-2121 04994-8-2239

八丈町 はちじょうまち 建設課建設係 八丈島八丈町大賀郷2551番地2 04996-2-1124

青ヶ島村 あおがしまむら 青ヶ島村役場 青ヶ島村無番地 04996-9-0111

小笠原村 おがさわらむら 小笠原村役場 小笠原村父島字西町 04998-2-3111


