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東京都 都市整備局市街地建築部建築企画課 〒163-8001　新宿区西新宿2-8-1 03-5388-3362 03-5388-1356

千代田区 環境まちづくり部建築指導課 〒102-8688　千代田区九段南1-2-1 03-5211-4313 03-3264-4792

中央区 都市整備部建築課 〒104-8404　中央区築地1-1-1 03-3546-5453 03-3546-9551

港区 街づくり支援部建築課 〒105-8511　港区芝公園1-5-25 03-3578-2295 03-3578-2304

新宿区 都市計画部建築指導課 〒160-8484　新宿区歌舞伎町1-4-1 03-5273-3745 03-3209-9227

文京区 都市計画部建築指導課構造担当 〒112-8555　文京区春日1-16-21 03-5803-1264 03-5803-1363

台東区 都市づくり部建築課 〒110-8615　台東区東上野4-5-6 03-5246-1334 03-5246-1340

墨田区 都市計画部建築指導課 〒130-8640　墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-1307 03-5608-6409

江東区 都市整備部建築調整課 〒135-8383　江東区東陽4-11-28 03-3647-9767 03-3647-9009

品川区 都市環境部建築課 〒140-8715　品川区広町2-1-36 03-5742-9172 03-5742-6898

目黒区 都市整備部建築課 〒153-8573　目黒区上目黒2-19-15 03-5722-9647 03-5722-9597

大田区 まちづくり推進部建築審査課 〒144-8621　大田区蒲田5-13-14
03-5744-1615(一般)
03-5744-1394(災害時優先)

03-5744-1557

世田谷区 都市整備政策部建築調整課 〒154-8504　世田谷区世田谷4-21-27 03-5432-2467 03-5432-3036

渋谷区 都市整備部まちづくり課 〒150-8010　渋谷区渋谷1-18-21 03-3463-2647 03-5458-4915

中野区 都市基盤部建築分野耐震化促進担当 〒164-8501　中野区中野4-8-1 03-3389-1111内5681 03-3228-5471

杉並区 都市整備部建築課 〒166-8570　杉並区阿佐谷南1-15-1 03-3312-2111（内線３３４９） 03-5307-0690

豊島区 都市整備部建築課紛争調整グループ 〒171-8422　豊島区南池袋2-45-1 03-3981-1391 03-3980-5136

北区 まちづくり部建築課 〒114-8508　北区王子本町1-15-22 03-3908-9176 03-3908-9116

荒川区 防災都市づくり部建築指導課 〒116-8501　荒川区荒川2-2-3 03-3801-3111　内線2847 03-3802-0046

板橋区 都市整備部建築指導課 〒173-8501　板橋区板橋2-66-1 03-3579-2574 03-3579-5436

練馬区 都市整備部建築課建築防災係 〒176-8501　練馬区豊玉北6-12-1 03-5984-1985 03-5984-1225

足立区 都市建設部 建築室長付 建築安全課 〒120-8510　足立区中央本町1-17-1 03-3880-5952 03-3880-5615

葛飾区 都市整備部建築課 〒124-8555　葛飾区立石5-13-1 03-5654-8360 03-3697-1660

江戸川区 都市開発部建築指導課 〒132-8501　江戸川区中央1-4-1 03-5662-1104 03-5607-2267
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八王子市 まちなみ整備部建築指導課 〒192-8501　八王子市元本郷町3-24-1 042-620-7386 042-626-3616

立川市  まちづくり部建築指導課 〒190-0015立川市泉町1156-9 042-528-4326 042-528-4350

武蔵野市 都市整備部建築指導課 〒180-8777　武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1877 0422-51-9250

三鷹市 都市整備部建築指導課 〒181-8555　三鷹市野崎1-1-1 0422-45-1151内2824 0422-71-2258

青梅市 建設部建築営繕課 〒198-8701　青梅市東青梅1-11-1 0428-22-1111（内）2591 0428-22-3508

府中市 都市整備部建築指導課 〒183-8703　府中市宮西町2-24 042-335-4173 042-335-0160

昭島市 都市整備部建築課 〒196-8511　昭島市田中町1-17-1 042-544-5111 042-541-4336

調布市 都市整備部建築指導課 〒182-8511　調布市小島町2-35-1 042-481-7516 042-481-6991

町田市  都市づくり部建築開発審査課 〒194-8520　町田市森野2-2-22 042-724-4270 050-3161-5899

小金井市 都市整備部建築営繕課 〒184-8504　小金井市本町6-6-3 042-387-9858 042-384-5771

小平市  総務部防災危機管理課 〒187-8701　小平市小川町2-1333 042-346-9519 042-346-9513

日野市 まちづくり部建築指導課 〒191-0016　日野市神明2-12-3 042-587-6211 042-587-6228

東村山市 環境安全部防災安全課 〒189-8501　東村山市本町1-2-3 042-393-5111(内2433) 042-393-6846

国分寺市 まちづくり部建築指導課 〒185-8501　国分寺市戸倉一丁目６番地１ 042-325-0111 042-324-0160

国立市  行政管理部建築営繕課 〒186-8501　国立市富士見台2-47-1 042-576-2111 042-576-0264

福生市 都市建設部施設公園課建築グループ 〒197-8501　福生市本町5 042-551-1972 042-551-0530

狛江市 都市建設部まちづくり推進課 〒201-8585　狛江市和泉本町1-1-5 03-3430-1111（内）2541 03-3430-6870

東大和市 都市建設部建築課 〒207-8585　東大和市中央3-930 042-563-2111　(内)1225 042-563-5933

清瀬市 都市整備部まちづくり課 〒204-8511　清瀬市中里5-842 042-497-2093 042-492-2415

東久留米市
都市建設部 施設建設課
保全計画・建築担当

〒203-8555　東久留米市本町3-3-1 042-470-7756 042-470-7809

武蔵村山市 都市整備部施設課 〒208-8501　武蔵村山市本町1-1-1 042-565-1111(内線452) 042-566-4490

多摩市 総務部防災安全課 〒206-8666　多摩市関戸6-12-1 042-338-6802 042-339-7422

稲城市 都市建設部建築保全課 〒206-8601　稲城市東長沼2111 042-378-2111(内）375 042-378-9719

羽村市 都市建設部建築課 〒205-8601　羽村市緑ヶ丘5-2-1 042-555-1111(253・254) 042-554-2921

あきる野市 総務部地域防災課 〒197-0814　あきる野市二宮350 042-558-1111(内線2343） 042-558-1115

西東京市 危機管理室 〒202-8555　西東京市中町1-5-1 042-438-4010 042-438-2820

瑞穂町 都市整備部都市計画課　 〒190-1292　西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335042-557-0599 042-556-3401

日の出町 生活安全安心課 〒190-0192　西多摩郡日の出町大字平井2780042-597-0511(内)333 042-597-4369

檜原村 総務課 〒190-0212　西多摩郡檜原村467-1 042-598-1011 042-598-1009
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奥多摩町 地域整備課 〒198-0212　西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428-83-2317 0428-83-2344
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