【問合せ先・届出窓口】
(1) 東京都における問合せ先・届出窓口
都庁代表電話番号：本庁 03-5321-1111
電話番号
所管事務
担当部署
（内線）
・ アスベスト問題の概要に 【23 区の地域・島しょ地域】
42-355
関すること
環境局環境改善部大気保全課大気係
・ 大気中のアスベストに関
【多摩地域】
すること
・ 大気汚染防止法及び環境 環境局多摩環境事務所環境改善課大気係
確保条例に基づく解体・
改修時の規制に関するこ
と
【島しょ地域の建築物等に係る届出】
42-355
環境局環境改善部大気保全課大気係
【八王子市を除く市の地域における延べ面積
2
・ 大気汚染防止法及び環境 2,000m 以上の建築物及び全ての工作物に係る
確保条例に基づく解体・ 届出並びに多摩の町村地域に係る届出】
環境局多摩環境事務所環境改善課大気係
改修時の届出窓口

・ アスベストを含む産業廃
棄物の処理について

・ 特別管理産業廃棄物管理
責任者設置（変更）報告
書及び廃石綿等処理計画
書の提出窓口
・ 特別管理産業廃棄物（廃
石綿等）収集運搬業及び
処分業の許可について
・ 産業廃棄物（がれき類、
ガラスくず・コンクリー
トくず・陶磁器くず）収
集運搬業及び処分業の許
可について

【多摩地域】
環境局多摩環境事務所廃棄物対策課
審査係
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03-5388-3492

042-523-0238

03-5388-3492

042-523-0238

※上記以外の届出は各区市が窓口。
（２）特
別区における届出窓口、
（３）市における届
出窓口参照。
【23 区の地域・島しょ地域】
42-851
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
42-871
指導係
規制監視係
【多摩地域】
環境局多摩環境事務所廃棄物対策課
規制指導係
【都内全域】
42-871
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
規制監視係
【23 区の地域・島しょ地域】
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
審査係

電話番号
（外線）

42-861

03-5388-3586
03-5388-3589

042-528-2694

03-5388-3589

03-5388-3587

042-528-2693

所管事務
・ 建築動態統計に
関すること
・ 建設リサイクル
法に関すること
・ 建築物の除却届
に関すること
・

担当部署
都市整備局市街地建築部建築企画課
調査係
都市整備局都市づくり政策部広域調整課
建設副産物係
東京都都市整備局ホームページをご参照ください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/kaisei.htm

電話番
号
（内線）

電話番号
（外線）

30-631

03-5388-3341

30-235

03-5388-3231

【23 区における延べ面積 10,000m2 を超える建築物に係るもの
などの届出 及び 島しょ地域における届出】
30-745
都市整備局市街地建築部建築指導課指導係

03-5388-3372

【多摩地域の 9 市※以外における届出】
東京都多摩建築指導事務所の以下の 3 課
建築指導第一課

042-548-2056
①昭島市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・
・ 建設リサイクル 稲城市の地域における届出
建築指導第一課（立川合同庁舎内）
法に基づく届出
②小金井市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東
の窓口
京市の地域における届出
建築指導第二課（小平合同庁舎内）
③青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・
檜原村・奥多摩町の地域における届出
建築指導第三課（青梅合同庁舎内）
※９市とは特定行政庁である八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、
府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市。上記９市の届出窓口
は(３)市における届出窓口参照。
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建築指導第二課

042-464-0010

建築指導第三課

0428-23-3423

(2) 特別区における届出窓口

特別区名

大気汚染防止法及び環境確保条例
に基づく解体・改修時の届出窓口
担当課

建築物の除却届及び
建設リサイクル法に基づく届出の窓口

電話番号

担当課

電話番号

千代田区

環境まちづくり部
環境政策課

03-5211-4254

環境まちづくり部
建築指導課

03-5211-4313

中央区

環境土木部環境推進課

03-3546-5404

都市整備部建築課

03-3546-5453

港区

環境リサイクル支援部
環境課

03-3578-2111(代)
内線 2490～2492

街づくり支援部建築課

03-3578-2310

新宿区

環境清掃部環境対策課

03-5273-3764

都市計画部建築指導課

03-5273-3732

文京区

資源環境部環境政策課

03-5803-1260

都市計画部建築指導課

03-5803-1267

台東区

環境清掃部環境課

03-5246-1283

都市づくり部住宅課

03-5246-1338

墨田区

環境担当部環境保全課

03-5608-6210

都市計画部建築指導課

03-5608-1307

江東区

環境清掃部環境保全課

03-3647-6147

都市整備部建築課

03-3647-9743

品川区

都市環境部環境課

03-5742-6751

都市環境部建築課

03-5742-6772

目黒区

環境清掃部環境保全課

03-5722-9384

都市整備部建築課

03-5722-9642

大田区
世田谷区
渋谷区

環境清掃部
03-5744-1369
環境・地球温暖化対策課
環境総合対策室環境保全
03-5432-2274
課
都市整備部環境保全課

まちづくり推進部建築調整
03-5744-1383
課
都市整備部建築審査課

03-5432-2477

03-3463-2750

都市整備部建築課

03-3463-2747
03-3228-5596
（除却届）
03-3382-3135
（建設リサイクル
法）
03-3312-2111(代)
内線 3324

中野区

環境部生活環境分野

03-3382-3135

都市基盤部建築分野
（除却届）
環境部生活環境分野
（建設リサイクル法）

杉並区

環境部環境課

03-3312-2111(代)
内線 3708

都市整備部建築課

豊島区

環境清掃部環境保全課

03-3981-2405

都市整備部建築課

03-3981-4975

北区

生活環境部環境課

03-3908-8611

まちづくり部建築課

03-3908-9196

荒川区

環境清掃部環境課

03-3802-3111(代)
内線 485

防災都市づくり部建築指導 03-3802-3111(代)
課
内線 2842

板橋区

資源環境部環境課

03-3579-2594

都市整備部建築指導課

03-3579-2578

練馬区

環境部環境課

03-5984-4712

都市整備部建築課

03-5984-1909
03-3880-5281
（除却届）
03-3880-5952
（建設リサイクル
法）

足立区

環境部生活環境保全課

03-3880-5304

都市建設部建築審査課
（除却届）
都市建設部建築安全課
（建設リサイクル法）

葛飾区

環境部環境課

03-5654-8238

都市整備部建築課

03-5654-8356

江戸川区

環境部環境推進課

03-5662-1995

都市開発部建築指導課

03-5662-1104
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(3) 市における届出窓口

市名

大気汚染防止法及び環境確保条例
に基づく解体・改修時の届出窓口※
担当課

電話番号
042-620-7255

八王子市

環境部環境保全課

立川市

環境下水道部環境対策 042-523-2111(代)
課
内線 2248

武蔵野市

環境部環境政策課

三鷹市

生活環境部環境政策課

青梅市

環境部環境政策課

府中市

生活環境部環境政策課

昭島市

担当課

電話番号

まちなみ整備部建築指導
042-620-7386
課
042-523-2111(代)
まちづくり部建築指導課
内線 2330
都市整備部建築指導課

0422-60-1874

都市整備部建築指導課

0422-45-1151(代)
内線 2821

(都多摩建築指導事務所建
築指導第三課)

(0428-23-3423)

042-335-4196

都市整備部建築指導課

042-335-4478

環境部環境課

042-544-5111(代)
内線 2297～8

(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)

(042-548-2056)

調布市

環境部環境政策課

042-481-7087

都市整備部建築指導課

042-481-7513

町田市

環境資源部環境保全課

042-724-2711

小金井市

環境部環境政策課

042-387-9817

小平市

環境部環境政策課

042-346-9536

都市づくり部建物住宅対
042-724-4268
策課
(都多摩建築指導事務所建
(042-464-0010)
築指導第二課)
(都多摩建築指導事務所建
(042-464-0010)
築指導第二課)

日野市

環境共生部環境保全課

東村山市
国分寺市
国立市

0422-60-1842

建築物の除却届及び
建設リサイクル法に基づく届出の窓口

0422-45-1151(代)
内線 2523
0428-22-5111 (代)
内線 2333・2334

042-585-1111(代)
内線 3511
042-393-5111(代)
環境安全部環境・住宅課
内線 2423・2424
042-325-0111(代)
環境部環境計画課
内線 355
042-576-2111(代)
生活環境部環境政策課
内線 135

福生市

生活環境部環境課

042-551-1718

狛江市

環境部環境政策課

03-3430-1111(代)

東大和市

環境部環境課

清瀬市
東久留米市

042-563-2111(代)
内線 1272
都市整備部水と緑の環 042-492-5111(代)
境課
内線 394
環境安全部環境政策課

042-470-7753

まちづくり部建築指導課

042-587-6211

(都多摩建築指導事務所建
築指導第二課)

(042-464-0010)

都市建設部建築指導課

042-325-0111(代)
内線 488・491

(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第三課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第二課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第二課)

(042-548-2056)
(0428-23-3423)
(042-548-2056)
(042-548-2056)
(042-464-0010)
(042-464-0010)

※ アスベストを使用している建築物等の解体・改修時における市への届出は、延べ面積 2,000m2 未
満の建築物に係る届出に限る。
ただし、八王子市については、2,000 m2 以上のものを含め、すべての建築物等に係る届出を受け付け
る。
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市名

大気汚染防止法及び環境確保条例
に基づく解体・改修時の届出窓口※
担当課

電話番号
042-565-1111(代)
内線 295

武蔵村山市

生活環境部環境課

多摩市

環境部環境政策課

042-338-6831

稲城市

市民部環境課

042-378-2111(代)
内線 264, 266

羽村市

産業環境部環境保全課

042-555-1111(代)

あきる野市

環境経済部生活環境課

042-558-1111(代)
内線 2514～5

西東京市

みどり環境部環境保全
042-438-4042
課

※

建築物の除却届及び
建設リサイクル法に基づく届出の窓口
(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第一課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第三課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第三課)
(都多摩建築指導事務所建
築指導第二課)

(042-548-2056)
(042-548-2056)
(042-548-2056)
(0428-23-3423)
(0428-23-3423)
(042-464-0010)

アスベストを使用している建築物等の解体・改修時における市への届出は、延べ面積 2,000m2 未満の
建築物に係る届出に限る。

(4) 労働基準監督署の一覧（労働安全衛生法・石綿則に基づく作業の届出窓口）

署名
中央
上野
三田
品川
大田
渋谷
新宿
池袋
王子
足立
向島
亀戸
江戸川

所在地
文京区後楽 1－9－20 飯田橋合同庁舎 6 階
台東区池之端 1－2－22 上野合同庁舎 7 階
港区芝 5－35－1 産業安全会館 3 階
品川区上大崎 3－13－26
大田区蒲田 5－40－3 月村ビル 8 階
渋谷区神南 1－3－5 渋谷神南合同庁舎
新宿区百人町 4－4－1 新宿労働総合庁舎 4 階
豊島区池袋 4－30－20 豊島地方合同庁舎 1 階
北区赤羽 2－8－5
足立区千住旭町 4－21 足立地方合同庁舎 4 階
墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 6 階
江東区亀戸 2－19－1 カメリアプラザ 8 階
江戸川区船堀 2－4－11

電話番号
03-5803-7382
03-3828-6711
03-3452-5474
03-3443-5743
03-3732-0175
03-3780-6535
03-3361-3974
03-3971-1258
03-3902-6003
03-3882-1187
03-3614-4143
03-3637-8131
03-3675-2125

所轄地域

八王子

八王子市明神町 3－8－10

042-642-5296

立川

立川市緑町 4－2 立川地方合同庁舎 3 階

042-523-4473

青梅

青梅市東青梅 2－6－2

0428-22-0285

三鷹

武蔵野市御殿山 1－1－3 クリスタルパークビ
0422-48-1161
ル3階

江戸川区
八王子市・日野市・稲城市・多摩
市
立川市・昭島市・府中市・小金井
市・小平市・東村山市・国分寺市・
国立市・武蔵村山市・東大和市
青梅市・福生市・あきる野市・羽
村市・西多摩郡
武蔵野市・三鷹市・調布市・西東京
市・狛江市・清瀬市・東久留米市

八王子

町田市森野 2－28－14 町田地方合同庁舎 2 階 042-724-6881

町田市

千代田区・中央区・文京区・島しょ
台東区
港区
品川区・目黒区
大田区
渋谷区・世田谷区
新宿区・中野区・杉並区
豊島区・板橋区・練馬区
北区
足立区・荒川区
墨田区・葛飾区
江東区

（町田支署）

小笠原
小笠原父島字東町 152
総合事務所

04998-2-2245
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小笠原村

