
区名 担当係 電話 郵便番号 住所 メールアドレス

千代田区 環境まちづくり部　住宅課 住環境整備係 03-5211-4312 102-8688 千代田区九段南一丁目２－１ juutaku@city.chiyoda.lg.jp

中央区 都市整備部　住宅課 計画指導係 03-3546-5466 104-8404 中央区築地一丁目１ー１ jutaku_01@city.chuo.lg.jp

港区 街づくり支援部　住宅課 住宅支援係 03-3578-2223,2224,2346 105-8511 港区芝公園一丁目５－２５ minato112@city.minato.tokyo.jp

新宿区 都市計画部　住宅課 居住支援係 03-5273-3567 160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目４－１ jutaku@city.shinjuku.lg.jp

文京区 都市計画部　住環境課 管理担当 03-5803-1374 112-8555 文京区春日一丁目１６－２１ b403000@city.bunkyo.lg.jp

台東区 都市づくり部　住宅課 マンション施策担当 03-5246-9028 110-8615 台東区東上野四丁目５－６ mansion.9i2@city.taito.tokyo.jp

墨田区 都市計画部　住宅課 計画担当 03-5608-6215 130-8640 墨田区吾妻橋一丁目２３－２０ juutaku@city.sumida.lg.jp

江東区 都市整備部　住宅課 住宅指導係 03-3647-9473 135-8383 江東区東陽四丁目１１－２８ kanri-todoke@city.koto.lg.jp

品川区 都市環境部　住宅課 住宅運営担当 03-5742-6776 140-8715 品川区広町二丁目１－３６　品川区役所本庁舎6階

目黒区 都市整備部　住宅課 マンション管理適正化係 03-5722-6841 153-8573 目黒区上目黒二丁目１９－１５ jyutaku03@city.meguro.tokyo.jp

大田区 まちづくり推進部　建築調整課 住宅担当 03-5744-1416　 144-8621 東京都大田区蒲田五丁目１３－１４ juutaku@city.ota.tokyo.jp

世田谷区 都市整備政策部　居住支援課 居住支援担当 03-5432-2504 154-8504 世田谷区世田谷四丁目２１－２７

渋谷区 都市整備部　住宅政策課 住環境整備係 03-3463-3548 150-8010 渋谷区宇田川町１－１ sec-jutakussk@shibuya.tokyo

中野区 都市基盤部　住宅課 住宅政策係 03-3228-5581 164-8501 中野区中野四丁目８－１ jutaku@city.tokyo-nakano.lg.jp

杉並区 都市整備部　住宅課 空家対策係 03-3312-2111　内3547・3548 166-8570 杉並区阿佐谷南一丁目１５－１

豊島区 都市整備部　住宅課 マンショングループ 03-3981-1385 171-8422 豊島区南池袋二丁目４５－１ A0050026@city.toshima.lg.jp

北区 まちづくり部　住宅課 住宅計画係 03-3908-9201 114-8508 北区王子本町一丁目１５－２２ jutaku-ka@city.kita.lg.jp

荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係 03-3802-4454 116-8501 荒川区荒川二丁目２－３ jutaku01@city.arakawa.lg.jp

板橋区 都市整備部　住宅政策課
住宅政策推進係 分譲マ

ンション担当
03-3579-2730 173-8501 東京都板橋区板橋二丁目６６－１ mansion@city.itabashi.tokyo.jp

練馬区 建築・開発担当部　住宅課 管理係 03-5984-1289 176-8501 練馬区豊玉北六丁目１２－１ jutakuka@city.nerima.tokyo.jp

足立区 都市建設部 住宅課 住宅計画係 03-3880-5963 120-8510 足立区中央本町一丁目１７－１ juutaku@city.adachi.tokyo.jp

葛飾区 都市整備部　住環境整備課 企画管理係 03-5654-8352 124-8555 東京都葛飾区立石五丁目１３－１ 211800@city.katsushika.lg.jp

江戸川区 都市開発部　建築指導課 耐震化促進係 03-5662-6389 132-8501 江戸川区中央一丁目４－１ kenchiku@city.edogawa.tokyo.jp

区の担当窓口（令和５年４月１日時点）
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市名 施策担当部署 担当係 電話 郵便番号 住所 メールアドレス

八王子市 まちなみ整備部　住宅政策課 総務・民間住宅担当 042ｰ620-7260 192-8501 八王子市元本郷町三丁目２４－１ b131400@city.hachioji.tokyo.jp

立川市 市民生活部　住宅課 住宅対策係 042-523-2111　内2562 190-8666 立川市泉町１１５６－９ jutaku@city.tachikawa.lg.jp

武蔵野市 都市整備部　住宅対策課 ― 0422-60-1976 180-8777 武蔵野市緑町二丁目２－２８ sec-jyuutaku@city.musashino.lg.jp

三鷹市 都市整備部　都市計画課 住宅政策係 0422-29-9704 181-8555 三鷹市野崎一丁目１－１ jutaku@city.mitaka.lg.jp

青梅市 都市整備部　住宅課 住宅政策係 0428-22-1111　内2533 198-8701 青梅市東青梅一丁目１１－１ div2570@city.ome.lg.jp

府中市 都市整備部　住宅課 支援係 042-335-4458 183-0056 府中市寿町一丁目５番地　府中駅北第２庁舎 jutaku01@city.fuchu.tokyo.jp

昭島市 都市計画部　都市計画課 住宅係 042-544-4413 196-8511 昭島市田中町一丁目１７－１ toshikeikaku@city.akishima.lg.jp

調布市 都市整備部　住宅課  住宅支援係 042-481-7545 182-8511 調布市小島町二丁目３５―１ jyutaku@city.chofu.lg.jp

町田市 都市づくり部　住宅課 － 042-724-4269 194-8520 町田市森野二丁目２－２２

小金井市 都市整備部　まちづくり推進課 住宅係 042-387-9861 184-8504 小金井市本町六丁目６－３ lgs060801@city.koganei.lg.jp

小平市 都市開発部　都市計画課 計画担当 042-346-9554 187-8701 小平市小川町二丁目１３３３番地 toshikeikaku@city.kodaira.lg.jp

日野市 まちづくり部　都市計画課 住宅政策係 042-514-8371 191-8686 日野市神明一丁目１２－１ tosikei@city.hino.lg.jp

東村山市 まちづくり部　都市計画・住宅課 住宅係 042-393-5111　内2546 189-8501 東村山市本町一丁目２－３ toshikeikaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp

国分寺市 まちづくり部　まちづくり推進課 住宅対策担当 042-325-0111　内453 185-8501 国分寺市戸倉一丁目６－１ machisuishin@city.kokubunji.tokyo.jp

国立市 都市整備部　都市計画課 都市計画係 042-576-2111　内361 186-8501 国立市富士見台二丁目４７－１ sec_toshikei@city.kunitachi.lg.jp

福生市 都市建設部　まちづくり計画課 住宅グループ 042-551-1961 197-8501 福生市本町５番地 f-zyuutaku@city.fussa.lg.jp

狛江市 都市建設部　まちづくり推進課 住宅担当 03-3430-1359 201-8585 狛江市和泉本町一丁目１－５ jutakut@city.komae.lg.jp

東大和市 まちづくり部　都市づくり課 地域整備係 042-563-2111　内1257 207-8585 東大和市中央３－９３０ toshikeikaku@city.higashiyamato.lg.jp

清瀬市 都市整備部　都市計画課 都市計画係 042-497-2093 204-8511 清瀬市中里五丁目８４２番地 toshi_kei@city.kiyose.lg.jp

東久留米市 都市建設部　都市計画課  住宅開発指導担当 042-470-7782 203-8555 東久留米市本町三丁目３－１ toshikeikaku@city.higashikurume.lg.jp

武蔵村山市 都市整備部　都市計画課 開発・住宅係 042-565-1111　内278 208-8501 武蔵村山市本町一丁目１－１ kaihatsu@city.musashimurayama.lg.jp

多摩市 都市整備部　都市計画課 住宅担当 042-338-6817 206-8666 多摩市関戸六丁目１２－１

稲城市 都市建設部　まちづくり再生課 住所整理・団地再生係 042-378-2111　内324 206-8601 稲城市東長沼２１１１番地 machi-saisei@city.inagi.lg.jp

羽村市 まちづくり部　建築課 維持管理係 042-555-1111　内252 205-8601 羽村市緑ヶ丘五丁目２－１ s402000@city.hamura.lg.jp

あきる野市 都市整備部　都市計画課 住宅係 042-558-2026 197-0814 あきる野市二宮３５０番地 060101akiruno-info.tokyo.jp

西東京市 まちづくり部　住宅課 住宅係 042-438-4052 202-8555 西東京市中町一丁目６―８ jyuutaku@city.nishitokyo.lg.jp
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町村の担当窓口（令和５年４月１日時点）

町村名 施策担当部署 担当係 電話 郵便番号 住所 メールアドレス

瑞穂町 都市整備部　都市計画課 計画・住宅係 042-557-0599 190-1221 西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎２３３５ toshikei@town.mizuho.tokyo.jp

日の出町 まちづくり課 都市計画係 042-588-5114 190-0182 西多摩郡日の出町平井２７８０ machi@town.hinode.lg.jp

檜原村 企画財政課 むらづくり推進係 042-519-9556 190-0212 西多摩郡檜原村４６７－１ muradukuri@vill.hinohara.tokyo.jp

奥多摩町 環境整備課 管理係 0428-83-2367 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川２１５－６ kanri@town.okutama.tokyo.jp

大島町 建設課 管理係 04992-2-1487 100-0101 大島町元町一丁目１－１４ c200001@town.tokyo-oshima.lg.jp

利島村 環境建設課 04992-9-0014 100-0301 利島村２４８番地

新島村 建設課 建設係 04992-5-0212 100-0402 新島村本村一丁目１－１ kensetu@niijima.com

神津島村 建設課 建設係 04992-8-7757 100-0601 神津島村９０４番地 juutaku@vill.kouzushima.tokyo.jp

三宅村 地域整備課 環境整備係 04994-5-0938 100-1212 三宅島三宅村阿古４９７番地 kankyou03@vill.miyake.lg.jp

御蔵島村 産業課 産業建設係 04994-8-2121 100-1301 御蔵島村字入かねが沢

八丈町 総務課 04996-2-1121 100-1498 八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２ somu@town.hachijo.tokyo.jp 

青ヶ島村 総務課 04996-9-0111 100-1701 青ヶ島村無番地

小笠原村 総務課 企画政策室 04998-2-3111 100-2101 小笠原村父島字西町 kikaku@vill.ogasawara.tokyo.jp
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