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資料第 000-1 震災復興に関する所管課等一覧 

 
＜国＞ 

所    管 電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当） 03-3593-2847 03-3581-8933 

 

 

＜都庁各局＞ 

局 名 担 当 部 署 電 話 ﾌｧｸｼﾐﾘ 
委員会・部会等事務局 

（平常時） 

総務局 
総合防災部防災管理課 

復興企画担当 

直通 5388-2587 

内線 25-172 

外線 5388-1270 

内線 65-270 

東京都震災復興検討委員

会・幹事会 

総括部会 

都市整備局 

市街地整備部 

企画課復興企画担当 

直通 5320-5124 

内線 31-257～8 

外線 5388-1355 

内線 65-355 

東京都震災復興検討委員

会・幹事会 

都市復興部会 

住宅政策推進部住宅政

策課企画係 

直通 5320-4938 

内線 30-318 

外線 5388-1481 

内線 65-481 
住宅復興部会 

政策企画局 総務部総務課庶務担当 
直通 5388-2112 

内線 21-111 

外線 5388-1213 

内線 65-213 
  

青少年・ 

治安対策本部 
総合対策部総務課 

直通 5388-2263 

内線 21-714 

外線 5388-1217 

内線 65-217 
  

総務局 総務部総務課庶務係 
直通 5388-2313 

内線 24-118 

外線 5388-1253 

内線 65-253 
  

財務局 経理部総務課庶務係 
直通 5388-2611 

内線 26-123 

外線 5388-1275 

内線 65-275 
  

主税局 総務部総務課庶務係 
直通 5388-2921 

内線 28-112 

外線 5388-1302 

内線 65-302 
  

生活文化局 総務部総務課庶務担当 
直通 5388-3118 

内線 29-014 

外線 5388-1325 

内線 65-325 
  

オリンピック・パラ

リンピック準備局 
総務部総務課 

直通 5388-2158 

内線 38-193 

外線 5388-1224 

内線 65-224 
  

都市整備局 総務部総務課庶務係 
直通 5388-3206 

内線 30-113 

外線 5388-1350 

内線 65-350 
  

環境局 総務部総務課庶務係 

直通 5388-3416 

内線 42-113 

 

外線 5388-1377 

内線 65-377 
  

福祉保健局 総務部総務課 
直通 5320-4021 

内線 32-111 

外線 5388-1400 

内線 65-400 
福祉保健復興部会 

病院経営本部 経営企画部総務課 
直通 5320-5809 

内線 50-114 

外線 5388-1435 

内線 65-435 
  

産業労働局 総務部企画計理課 

直通 5320-4602 

内線 36-311～

312 

外線 5388-1460 

内線 65-460 
産業復興部会 

建設局 
総務部企画計理課 

企画係 

直通 5320-5193 

内線 40-033 

外線 5388-1525 

内線 65-525 
  

港湾局 総務部企画計理課 
直通 5320-5514 

内線 43-014 

外線 5388-1575 

内線 65-575 
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＜都庁各局（続き）＞ 

局 名 担 当 部 署 電 話 ﾌｧｸｼﾐﾘ 
委員会・部会等事務局 

（平常時） 

会計管理局 総務課 
直通 5320-5911 

内線 45-112 

外線 5388-1625 

内線 65-625 
  

交通局 
総務部安全対策推進課 

安全管理係 

直通 5320-6064 

内線 46-215 

外線 5388-1650 

内線 65-650 
  

水道局 総務部総務課 
直通 5320-6313 

内線 48-124 

外線 5388-1675 

内線 65-675 
  

下水道局 総務部総務課 
直通 5320-6506 

内線 51-031～2 

外線 5388-1700 

内線 65-700 
  

教育庁 総務部総務課 
直通 5320-6718 

内線 53-117 

外線 5388-1725 

内線 65-725 
  

議会局 管理部総務課 
直通 5320-7111 

内線 56-123 

外線 5388-1776 

内線 65-776 
  

東京消防庁 防災部震災対策課 
代表 3212-2111 

（内線 3945） 
外線 3213-1478   

 
（出典：都震災復興マニュアル（復興施策編）P.182） 

 
 
＜九都県市＞ 

都県市名 震災復興担当所管 電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ 組織アドレス 

埼玉県 
危機管理防災部危機

管理課 

危機管理防災部消防

防災課 

048-830-8281 

 

048-830-8181 

048-830-8129 

 

048-830-8159 

a3115-07@pref.saitama.lg.jp 

 
a3165-55@pref.saitama.lg.jp 

千葉県 
防災危機管理部防災

政策課 

原発事故対応・復旧

復興班 
043-223-3404 043-222-5208 bousai10@mz.pref.chiba.lg.jp 

神奈川県 安全防災局安全防災

部災害対策課 045-210-3425 045-210-8829 fm0311.ied@pref.kanagawa.jp 

横浜市 政策局政策部政策課 045-671-3911 045-663-4613 ss-seisaku@city.yokohama.jp 

川崎市 
総務局危機管理室  

震災・臨海部対策担

当 
044-200-2478 044-200-3972 16kiki@city.kawasaki.jp 

千葉市 総務局危機管理課 

総務局防災対策課  
043-245-5151 

043-245-5113 
043-245-5597 

043-245-5552 
kikikanri.GE@city.chiba.lg.jp 

bosaitaisaku.GE@city.chiba.lg.jp 
さいたま

市 
総務局危機管理部防

災課 048-829-1126 048-829-1978 bosaika@city.saitama.lg.jp 

相模原市 

企画財政局企画部企

画政策課※1 

都市建設局まちづく

り計画部都市計画課
※2 

042-769-8203 

 

042-769-8247 

042-757-5727 

 

042-754-8490 

kikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

 
toshikeikaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

東京都 総務局総合防災部防

災管理課 03-5388-2587 03-5388-1270 S0000040@section.metro.tokyo.jp 

※１ 復興本部の設置・運営に関すること、復興計画の策定に関することについては企画政策課が担当 

※２ 被災状況調査、復興本部での活動に関すること、復興整備事業の調整に関することについては都市計

画課が担当 

（出典：都震災復興マニュアル（復興施策編）P.185） 
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＜近隣市区＞ 

市区名 震災復興担当所管 電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ 組織アドレス 

豊島区 
総務部防災危機管理

課 4566-2574 3981-5018 - 

都市整備部都市計画

課 4566-2633 3980-5135 - 

板橋区 危機管理室防災危機

管理課 3579-2154 3963-0150 - 

中野区 
都市基盤部都市計画

分野 3228-8840 3228-5668 tosikeikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp 

都市基盤部防災分野 3228-8933 3228-5658 bosai＠city.tokyo-nakano.lg.jp 

杉並区 

危機管理室防災課 5307-0703 3312-9402 - 

都市整備部都市計画

課 3312-2111 5307-0689 - 

武蔵野市 

防災安全部防災課 0422-60-1821 0422-51-9184 - 

総合政策部企画調整

課 0422-60-1801 0422-51-5638 - 

都市整備部まちづく

り推進課 0422-60-1873 0422-51-9250 - 

西東京市 危機管理室 042-438-4010 042-438-2820 kikikanri@city.nishitokyo.lg.jp 

 
（出典：各区市ホームページ） 
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