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問い合わせ先一覧（土砂の採取、埋立、盛土等に係る法令所管行政庁）  

（主な法令、条例の所管行政庁の例） 

 都庁代表電話：03-5321-1111                                                                      平成26年2月1日現在 

 法令名 所管行政庁 電話 所管区域  

○都市計画法 

○宅地造成等規制法 

 都市整備局 市街地整備部 民間開発課 開発指導担当･宅地造成担当  内31-266～7  区部 

 都市整備局 多摩建築指導事務所 開発指導第一課 

開発第一係 

開発第二係 

 042-548-2040 

 042-548-2041 

北多摩西部・西 

多摩・八王子市 

 都市整備局 多摩建築指導事務所 開発指導第二課 

開発第一係 

開発第二係 

 042-364-2387 

 042-364-2388 

北多摩東部・南 

多摩 

○土地区画整理法 都市整備局 市街地整備部 区画整理課 公共区画整理係 

民間開発課 民間区画整理担当 

 内31-315～6 

 内31-264～5 

 都内 

○都市緑地保全法 

○首都圏近郊緑地保全法 

○風致地区条例 

○生産緑地法 

 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 公園緑地係  内30-289～293  都内 

○景観法 

○東京都景観条例 

 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観係  内30-294  都内 

○採石法 

○砂利採取法 

 産業労働局 商工部 地域産業振興課 地域振興係  内36-711  区部 

 産業労働局 商工部 地域産業振興課 地域振興係(青梅分室)  0428-23-4184  多摩 

 総務局 大島支庁 産業課  商工係 

                   新島出張所 

                   神津島出張所 

 04992-2-4431 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 産業課  商工係  04994-2-1312  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 産業課  商工係  04996-2-1113  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 産業課  商工係  04998-2-2122 小笠原支庁管内 

○農地法 

○農業振興地域の整備に 

 関する法律 

○土地改良法 

 産業労働局 農林水産部 農業振興課 農地係(農地法) 

                  企画調整係(農業振興地域の整備に関する法律) 

                                 土地改良計画係(土地改良法) 

 内37-161 

 内37-121 

 内37-171 

 都内 

 都内 

 都内 

 総務局 大島支庁 産業課  農務係  04992-2-4431  大島支庁管内 

 総務局 三宅支庁 産業課  農務係  04994-2-1312  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 産業課  農務係  04996-2-1113  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 産業課  産業係  04998-2-2122 小笠原支庁管内 

○森林法  産業労働局 農林水産部 森林課 森林保全係  内37-542  保安林全般 

 産業労働局 森林事務所 保全課 保全係  0428-22-1156   保安林(多摩) 

 環境局 自然環境部 緑環境課 森林保全担当  内42-643  一般林(区部) 

 環境局 多摩環境事務所 自然環境課 指導係  042-525-4052  一般林(多摩) 

 総務局 大島支庁 産業課  林務係(保安林・一般林) 

                   新島出張所 

                   神津島出張所 

 04992-2-4431 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 産業課  林務係(保安林・一般林)  04994-2-1312  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 産業課  林務係(保安林・一般林)  04996-2-1113  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 産業課  産業係(保安林・一般林)  04998-2-2122 小笠原支庁管内 

○自然公園法 

○東京都自然公園条例 

 環境局 自然環境部 緑環境課 自然公園係  内42-685～6  区部 

 環境局 多摩環境事務所 自然環境課 自然公園係  042-521-2947  多摩 

 総務局 大島支庁 土木課  管理係 

                   新島出張所 

                   神津島出張所 

 04992-2-4441 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 土木港湾課  管理係  04994-2-1313  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 土木課  管理係  04996-2-1114  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 土木課  自然公園係  04998-2-2123 小笠原支庁管内 

○自然環境保全法 

○東京における自然の保 

 護と回復に関する条例 

 環境局 自然環境部 緑環境課指導係  内42-645～8  区部 

 環境局 多摩環境事務所 自然環境課 指導係  042-525-4052  多摩 

 総務局 大島支庁 土木課  管理係  04992-2-4441  大島支庁管内 
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                     新島出張所 

                   神津島出張所 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 新島内 

 神津島内 

 

 総務局 三宅支庁 土木港湾課  管理係  04994-2-1313  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 土木課  管理係  04996-2-1114  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 土木課  自然公園係  04998-2-2123 小笠原支庁管内 

○都民の健康と安全を確

保する環境に関する条

例 

〈土地改変時の措置〉 

環境局 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策係 

環境局 多摩環境事務所 土壌地下水対策係 

 環境局 環境改善部 大気保全課 

  

 内42-371 

 042-523-3171 

 内42-351 

 

 区部 

 多摩 

島しょ 

〈指定作業場の規制〉各区環境主管課 

          各市環境主管課 

          環境局 多摩環境事務所 大気規制係 

          環境局 環境改善部 大気保全課 

 

 

 042-523-3171 

 内42-351 

区部 

市部 

町村部 

島しょ 

○絶滅のおそれのある野 

 生動植物種の保存に関 

 する法律 

 環境局 自然環境部 計画課 計画係 内42-631 都内 

○鳥獣の保護及び狩猟の 

 適正化に関する法律 

 環境局 自然環境部 計画課 鳥獣保護管理担当 

 

 環境局 多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理係 

 総務局 大島支庁 産業課  林務係 

 総務局 三宅支庁 産業課  林務係 

 総務局 八丈支庁 産業課  林務係 

 総務局 小笠原支庁 産業課  産業係 

  内42-661 

 

 042-521-2948 

 04992-2-4431 

 04994-2-1312 

 04996-2-1113 

 04998-2-2122 

 区部 

 

 多摩 

 大島支庁管内 

 三宅支庁管内 

 八丈支庁管内 

小笠原支庁管内 

○河川法 

○砂防法 

○海岸法 

○急傾斜地の崩壊による 

 災害の防止に関する法 

 律 

○地すべり等防止法 

○土砂災害警戒区域等に 

 おける土砂災害防止対 

 策の推進に関する法律 

 建設局 河川部 指導調整課 占用係  内41-445～6  一級河川 

 建設局 各建設事務所 管理課   一級河川(各管 

内) 

 総務局 大島支庁 土木課  管理係 

                   新島出張所 

                   神津島出張所 

 04992-2-4441 

 04992-5-0281 

 04992-8-0311 

 大島支庁管内 

 新島内 

 神津島内 

 総務局 三宅支庁 土木港湾課  管理係  04994-2-1313  三宅支庁管内 

 総務局 八丈支庁 土木課  管理係  04996-2-1114  八丈支庁管内 

 総務局 小笠原支庁 土木課  工務係 

                      母島出張所 技術係 

 04998-2-2123 

 04998-3-2121 

小笠原支庁管内 

 国土交通省 各河川事務所（荒川下流、京浜、江戸川等）  国直轄管理河川 

 各区市町村河川管理者  二級河川・水路 

○土砂等による土地の埋 

 立等の規制に関する条 

 例 

 八王子市 まちなみ整備部 開発指導課 042-620-7261  八王子市内 

 町田市 都市づくり部 建築開発審査課  042-724-4395  町田市内 

 青梅市 環境経済部 環境政策課 環境対策係  0428-22-1111 

 内2333 

 青梅市内 

 あきる野市 環境経済部 生活環境課 生活環境係  042-558-1111 

 内2514～5 

 あきる野市内 

 日の出町 生活安全安心課 環境係  042-597-0511 

 内334 

 日の出町内 

 奥多摩町 地域整備課 用地対策係  0428-83-2367  奥多摩町内 

 


