
担当課名 電話番号
（市外局番：０４４）

まちづくり局
　　　　景観・地区まちづくり支援担当

２００－３０２５

まちづくり局　交通政策室 ２００－２０３２

まちづくり局 建築審査課 （川崎・幸） ２００－３０１６

〃 （ 中 原 ・ 高 津 ） ２００－３０２０

〃 （宮前・多摩・麻生） ２００－３０４５

経済労働局
　　　都市農業振興センター 農地課

８６０－２４６１

経済労働局　経営支援課 ２００－２３３３

建設緑政局
　　　みどり・多摩川協働推進課

２００－２３９１

建設緑政局　みどりの保全整備課 ２００－２３８１

建設緑政局　みどりの事業調整課 ２００－１２００

港湾局　経営企画課 ２００－３０７３

健康福祉局
　　　保健医療政策部〔生活衛生担当〕

２００－０４５７

上下水道局　下水道計画課 ２００－２８８６

２００－２７１８

●都市高速鉄道（JR東日本南武線） ２００－３４９９

●都市計画道路 　　　〃　　　　道路整備課（事業調整） ２００－２８０５

　　　〃　　　　道路整備課（北部担当） ２００－２７２４

　　　〃　　　　道路整備課（南部担当） ２００－２７６７

　　　〃　　　　自転車利活用推進室 ２００－２３０４

教育委員会　教育環境整備推進室 ２００－３４８０

●下水道 第２庁舎　４階

●都市高速鉄道（京急大師線）

●駐輪場（ワンルームマンションに関
するものを除く）

川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ　２０階

●学校（用地に関すること） 明治安田生命川崎ビル　５階

●都市計画道路（事業中区間）

※１：具体的な建築物の用途の制限については、まちづくり局 建築審査課(明治安田生命川崎ビル 7階）へお問い合わせください。

川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ　１４階

建設緑政局　道路整備課（立体交差）

●火葬場 ソリッドスクエア西館　８階

●特別緑地保全地区

●汚物処理場

川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ 　１７階

●ごみ焼却場、ごみ処理場

●市街化区域、市街化調整区域

●用途地域（建ぺい率、容積率）

●防火地域、準防火地域

●臨港地区 川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ　２０階

●高度地区

●高度利用地区

●特定街区

●地区計画（一部）

●特別工業地区
　　（原動機使用工場等の基準） ※１

●一団地の住宅施設

●駐車場整備地区
●駐車場（自動車）

●都市計画道路（計画段階）

●地区計画（一部）

●再開発等促進区を定める地区計画

●風致地区
●都市計画公園等の区域内の建築
　 制限

窓口案内表 都市計画以外の問合せ先は、裏面で確認できます。
令和５年４月１日現在

都市計画の項目 場　　所

●用途地域による建築の制限
●建ぺい率及び容積率による
　 建築の制限
●防火地域及び準防火地域内
　 の建築の制限

●土地区画整理事業、
　 土地区画整理促進区域

●市街地再開発事業、
　 市街地再開発促進区域

まちづくり局　地域整備推進課 明治安田生命川崎ビル　８階

●生産緑地地区 高津区梶ヶ谷２-１-７

●公園、緑地、墓園

２００－２７４３

環境局　処理計画課 第３庁舎　１６階 ２００－２５８９

まちづくり局　都市計画課

明治安田生命川崎ビル　６階

２００－２７１２
２００－２７４６

２００－２０３３

川崎フロンティアビル　１０階

明治安田生命川崎ビル　５階

明治安田生命川崎ビル　７階



担当課名
電話番号

（市外局番：044）

２００－３０２２

２００－３０２５

まちづくり局 建築審査課 （川崎・幸） ２００－３０１６
〃 （ 中 原 ・ 高 津 ） ２００－３０２０
〃 （宮前・多摩・麻生） ２００－３０４５

まちづくり局　宅地審査課
　　（中原・高津・宮前）

　　（川崎・幸・多摩・麻生） ２００－２７２８

まちづくり局　防災まちづくり推進課 ２００－２７３１

まちづくり局　地域整備推進課 ２００－２７３０

まちづくり局　宅地企画指導課 ２００－３０３５

まちづくり局　建築管理課 ２００－３０１８

教育委員会事務局　文化財課 ２００－３３０６

経済労働局
　都市農業振興センター　農地課

８６０－２４６１

  　      〃　　　　　　　　 農業振興課 ８６０－２４６２

こども未来局　保育対策課 ２００－３４７４

まちづくり局 建築審査課 （川崎・幸） ２００－３０１６

〃 （中原・高津） ２００－３０２０

〃 （宮前・多摩・麻生） ２００－３０４５

まちづくり局　宅地審査課

（中原・高津・宮前）

　　　　　〃　　　　（川崎・幸・多摩・麻生） ２００－２７２８

２００－２９３６

２００－３０８８

２００－３０２６

まちづくり局　宅地企画指導課 ２００－３０３５

教育委員会　教育環境整備推進室 ２００－０３６２

道水路台帳閲覧窓口 ２００－２９２５

各区役所道路公園センター管理課

２００－２９０４

２００－２９０２

上下水道局　南部サービスセンター ５４４－５４３３

　　　〃　　　　中部サービスセンター ８５５－３２３２

　　　〃　　　　北部サービスセンター ９５１－０３０３

　　　〃　　　　管路保全課 ２００－２８８８

　　　〃　　　　下水道計画課 ２００－０１０４

財政局　資産運用課 ２００－０５６３

環境局　環境評価課 ２００－２１５６

　　〃　　環境保全課 ２００－２５２８

危機管理本部危機対策部 ２００－２９２３
※２：規制内容については、神奈川県 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター（932-7211）へお問い合わせください。
※３：条例の内容については、まちづくり局 建築審査課（明治安田生命ビル7階）へお問い合わせください。
※４：現在のところ、市内では指定されておりません。
※５：道水路台帳平面図は、市ホームページ（ガイドマップかわさき）からも閲覧可能です。
※６：公共下水道台帳は、市ホームページ（ガイドマップかわさき）からも閲覧ができます。（各下水道（管理）事務所でも閲覧できます。）
※７：公共下水道への接続協議については、川崎市上下水道局Webサイトの「公共下水道への接続に関する協議について」をご覧ください。
※８：ボーリングデータは、市ホームページ（ガイドマップかわさき）で閲覧可能です。（窓口では閲覧できません。）
※９：津波災害警戒区域は、現在、市内全域が未指定です。

●内水ハザードマップ
第２庁舎　４階

●急傾斜地崩壊危険区域※２
　 土砂災害警戒区域等 ※２

明治安田生命川崎ビル　５階

川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ　８階

●特定都市河川流域

●農業振興地域

●保安林

●ワンルーム建築指導要綱・福祉のまちづくり条例
まちづくり局　建築管理課

●建築物環境配慮制度(CASBEE川崎）

●造成宅地防災区域　 ※４

明治安田生命川崎ビル　１１階

●義務教育施設への影響

●開発行為、宅地造成許可

●建築協定、地区まちづくり育成
 　条例による区域

●建築基準条例の
　 災害危険区域　※３

明治安田生命川崎ビル　４階●埋蔵文化財・史跡

●上水道（高津・宮前）

●総合調整条例

まちづくり局　まちづくり調整課
●高層集合住宅の震災対策に関する
 　施設整備要綱
●中高層紛争調整条例

●建築確認申請
●建築基準法上の道路種別
●位置指定道路の平面図の写し

●首都圏整備法による
   既成市街地

●宅地造成工事規制区域
●市街化調整区域内の建築物の
   形態規制

●建築物不燃化推進条例の
   不燃化重点対策地区

２００－２７２６

２００－２９５３

●道水路台帳平面図の写し ※５
●道路法上の公道・私道の種別
●市道の認定幅員

●公共下水道台帳　※６、７

●上水道（多摩・麻生）

●上水道（川崎・幸・中原）
中原区上平間1183
第１配水工事事務所２階

（場所・電話番号等は、職員へお尋ねください。）

建設緑政局　河川課 川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ １４階
●洪水ハザードマップ

高津区末長1-44-24

麻生区高石4-15-7

明治安田生命川崎ビル　７階

窓口案内表（裏面） 　

都市計画以外の対象項目 場　　所

●日影規制
●建築基準法第22条による区域

都
市
計
画
情
報
シ
ス
テ
ム
で
分
か
る
土
地
規
制
情
報

●保育所等整備協力要請制度 第３庁舎　１４階

２００－２７２６

高津区梶ヶ谷２-１-７

●都市景観形成地区、
 　景観計画特定地区、景観計画区域 まちづくり局

　　　景観・地区まちづくり支援担当
明治安田生命川崎ビル　５階

明治安田生命川崎ビル　７階

明治安田生命川崎ビル　８階

明治安田生命川崎ビル　１１階

●津波対策、津波災害警戒区域　※９ 第３庁舎　７階

●国土法、公拡法 明治安田生命川崎ビル １３階

●環境影響評価（アセス）

第３庁舎　１７階

第３庁舎　１５階

●土壌、地下水、ボーリングデータ　※８


