
【関係機関　電話番号・所在地】(参考)
問い合わせ先 電話番号 所在地

建築確認申請等の相談
建築基準法等の建築指導
 東京都建築安全条例（崖条例）
 東京都建築物ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ条例

 東京都駐車場条例（建築物附置義務）

建築基準法上の
　道路種別台帳の閲覧

東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課 指導第一担当 042-548-2058

建設ﾘｻｲｸﾙ法（建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律）の
届出
東京都中高層建築物の建築に係
る紛争の予防と調整に関する条
例

建築概要書の閲覧
台帳記載事項証明書の交付

東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課 事務担当

042-548-2044

違法建築物の取り締まり
東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課 監察担当

042-548-2045

長期優良住宅・低炭素建築物の
認定

東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課 長期優良住宅担当

042-548-2042

建築物省エネ法の届出等
東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課 設備担当

042-548-2063

液状化予測図
ボーリング調査データ
液状化対策の相談

東京都HP『液状化ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ』
東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課

042-548-2067

開発行為の許可(500㎡以上)
市街化調整区域内の建築許可
開発登録簿の閲覧等
道路位置指定
位置指定道路図の写しの交付

宅地造成等規制法の許可
　図面は東京都都市整備局HP
　　『宅地造成工事規制区域』

土砂災害特別警戒区域内（レッド
ゾーン）の特定開発許可

都道の道路台帳
東京都 南多摩東部建設事務所
管理課 道路台帳担当

042-720-8627

三沢川　都が管理する河川
東京都 南多摩東部建設事務所
管理課 河川管理担当

042-720-8628

土砂災害警戒区域等
急傾斜地崩壊危険箇所

東京都HP『土砂災害警戒区域等ﾏｯﾌﾟ』
東京都南多摩東部建設事務所
工事課　河川設計担当

042-720-8671

都施行の都市計画道路
都道・三沢川の拡幅

東京都 南多摩東部建設事務所
工事課 工務担当

042-720-8641

緑化計画制度等
自然保護条例(1,000㎡以上)

東京都 多摩環境事務所
自然環境課 指導担当

042-521-4809

土壌汚染対策法
環境確保条例（土地利用履歴）
に基づく届出（3,000㎡以上）

東京都 多摩環境事務所
環境改善課 土壌地下水対策担当

042-523-3517

5

東京都景観条例（一般地域45m以
上、丘陵地10m以上）
※稲城市の条例はなく、景観色彩ガ
イドラインにて指導しています

東京都 都市整備局都市づくり政策部
緑地景観課 街並み景観担当

03-5388-3265 都庁第二本庁舎

東京都立川市
錦町4-6-3
（立川合同庁舎３階）

4

2

令和４年４月１日現在

東京都町田市
中町1-31-12

東京都立川市
錦町4-6-3
（立川合同庁舎２階）

東京都 多摩建築指導事務所
開発指導第二課 開発第二担当

042-364-2388
東京都府中市
宮西町1-26-1
（府中合同庁舎４階）

042-548-2056
東京都 多摩建築指導事務所
建築指導第一課 日影・紛争調整担当

管轄内容

1

3



問い合わせ先 電話番号 所在地

6
多摩川
河川区域内の工作物の新築等

国土交通省 京浜河川事務所
多摩出張所

042-377-7403
東京都稲城市
大丸3117-1

7
鶴見川流域（平尾地区）
特定都市河川浸水被害対策法に
基づく許可（1,000㎡以上）

東京都 都市整備局
都市基盤部 調整課

03-5388-3296 都庁第二本庁舎

8
坂浜平尾土地区画整理事業
※事業は凍結
※53条許可は稲城市

東京都 都市整備局
市街地整備部 多摩ニュータウン課

03-5320-
5472

都庁第二本庁舎

9
南多摩水再生センター
※53条許可は稲城市

東京都 下水道局
流域下水道本部 技術部計画課

042-527-
4855

東京都立川市
錦町1-7-26

10 大丸団地の跡地利用
東京都 住宅政策本部 都営住宅経営部
住宅整備課 再編整備推進担当

03-5320-5053 都庁第二本庁舎

11
UR施行の多摩ニュータウンの
土地に関する図面等

UR都市機構　東日本都市再生本部
宅地業務部業務管理課

03-5323-
0625（代表）

東京都新宿区西新宿6-
5-1新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ21階

12
電波法（31m超）
電波伝搬障害防止区域内の
高層建築物等予定工事届

総務省 関東総合通信局
無線通信部陸上第一課

03-6238-1763
東京都千代田区九段南
1-2-1九段第三合同庁
舎22階

13
稲城市では
航空法における高さ制限はなし

確認する場合は
（東京都港湾局HP）調布飛行場制限表面図
(横田基地HP)AirfieldCriteriaMap

― ―

14
給水装置工事、給水装置図面の
閲覧、謄本等の交付

東京都 水道局
多摩サービスステーション

042-371-1294
東京都多摩市
山王下1-17

15
登記簿謄本・抄本申請、
登記簿・地積測量図等の閲覧

東京法務局 府中支局 042-335-4753
東京都府中市
新町2-44

南山東部土地区画整理組合 042-378-5773 稲城市百村1462-1

稲城小田良土地区画整理組合 042-350-3627 稲城市坂浜1196-2

17 東京都1/2500地形図の利用
東京都HP『東京都1/2500地形図の利用
について』東京都都市整備局交通企画課

03-5388-
3282

都庁第二本庁舎

18 古い航空写真
国土地理院HP
『地図・空中写真閲覧サービス』

― ―

問い合わせ先 所在地 備考

①

都市計画(用途地域、都市計画道
路、生産緑地地区等)
地区計画
宅地開発等指導要綱
稲城市景観色彩ガイドライン
屋外広告物
福祉のまちづくり条例
墓地等の経営許可

まちづくり計画課 市役所３階

建築協定・風致地区はあ
りません。
立地適正化計画は策定し
ていません。

②
市道の道路台帳の閲覧等
市の管理する河川・水路

管理課 市役所３階

③ 埋蔵文化財包蔵地 稲城市 教育部 生涯学習課
中央文化
センター１階

④ ハザードマップ
稲城市HP『いなぎ防災マップ』『いなぎ
ハザードマップWeb版』

―
窓口配布は
行っていません

⑤ 浸水履歴
稲城市 消防本部　警防課
東京都HP『浸水実績図』

稲城消防署２階

⑥ 農地転用等 稲城市 農業委員会事務局 市役所６階

⑦
工場の認可、指定作業所の届出
等

生活環境課 市役所３階

⑧
稲城市カーボンニュートラル
推進住宅設備等導入費補助金
（太陽光等設置の補助金）

緑と環境課 市役所３階

⑨
生垣造成の補助金
ブロック塀等撤去の補助金
木造住宅耐震改修等の補助金

まちづくり再生課 市役所３階

管轄内容

管轄内容

16 土地区画整理組合の事務局


