都市計画担当部署

令和３年３月31日現在
練馬区都市計画課作成

※下記の各項目に資料番号がある場合は、番号に応じたトレーに資料があります。資料をご覧の上、必要に応じて担当部署にお問い合わせください。
区

項

分

用途地域等

目

資料

用途地域（特別用途地区）、建ぺい率・容積率、高さ制限、
敷地面積の最低限度、高度地区・最低限高度地区、
防火指定、日影規制

Ｃ１

都市計画道路/整備状況（下記路線以外の内容）
優先整備路線、外環の事業

―

計画線

担 当 部 署

場 所

電

話

都市整備部都市計画課都市計画窓口
※斜線制限、角地緩和等の建築基準法関係事項
→本庁舎15階 建築審査課建築審査係

本庁舎16階 8番窓口

03-5984-4717

都市整備部交通企画課交通企画担当係

本庁舎16階 9番窓口

03-5984-1328

補助236号線・補助237号線

―

補助236号線・補助237号線以外

―

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
都市計画相談担当

都庁第二本庁舎12階

03-5388-3213

放射35号線…放射8号線（川越街道）以南
の一部

―

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所

さいたま市北区吉野町1-435

048-669-1205

―

※整備工事に関すること →東京都建設局第四建設事務所 豊島区南大塚2-36-2

03-5978-1727

外郭環状道路

―

国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所

世田谷区用賀4-5-16
ＴＥビル7階

0120-34-1491

外郭環状線の２…放射7号線（目白通り）から
練馬主要区道33号線までの区間

―

東京都建設局三環状道路整備推進部整備推進課

都庁第二本庁舎６階

03-5320-5173

外郭環状線の２…補助76号線（新青梅街道）
から補助229号線（千川通り）までの区間

―

東京都都市整備局第二市街地整備事務所 事業課
中野区中野1-2-5

計画、測量に関すること
用地に関すること

03-5389-8235
03-5389-5188

東京都建設局第四建設事務所

豊島区南大塚2-36-2

03-5978-1727

国施行

放射7号線
都施行 放射35号線…上記国施行以外の区間
放射36号線
補助133号線・補助172号線・補助233号線
区街7号線
補助230号線…主要地方道68号線（土支
田通り）から補助135号線（大泉学園通り）
までの区間
補助132号線
補助135号線（補助230号線交差部）
区施行 外郭環状線の２（交通広場）
区街1号線
補助235号線
事業説明範囲 放射７号線
事業中

都市施設・市
街地開発事業

都市高速鉄道
駐車場 （自動車）
〃
（自転車） 付置義務に該当するもの
公園/整備状況、緑地/整備状況
ごみ焼却場（練馬清掃工場）
ごみ焼却場（光が丘清掃工場）
地域冷暖房施設
河川
市場

Ｅ３
※所在地
地図

―
Ｅ７
―
―
―
―
―
―
Ｅ５
―
―

(計画に関すること)
土木部計画課道路整備担当係
------------------------------------------ 本庁舎13階
(用地に関すること)
土木部特定道路課道路用地担当係
東京都建設局第四建設事務所 工事第一課木密設計担当 豊島区南大塚2-36-2
都市整備部交通企画課交通企画担当係
本庁舎16階 9番窓口
土木部交通安全課安全対策係
本庁舎13階
土木部交通安全課交通施設係
土木部道路公園課公園係
本庁舎14階
東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場
練馬区谷原6-10-11
東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場 練馬区光が丘5-3-1
都市整備部都市計画課都市計画担当係

本庁舎16階 7番窓口

03-5984-1099
----------03-5984-2334
03-5978-1806
03-5984-1274
03-5984-1309
03-5984-1996
03-5984-1365
03-3995-5311
03-5967-1356
03-5984-1534

区

分

項 目
一団地の住宅施設 （赤塚光が丘以外）
〃
（赤塚光が丘）

都市整備部住宅課管理係

本庁舎13階

電 話
03-5984-1289

都市整備部都市計画課都市計画担当係

本庁舎16階 7番窓口

03-5984-1534

土木部計画課計画係
都市整備部都市計画課都市計画担当係

本庁舎13階
本庁舎16階 7番窓口

都市整備部西部地域まちづくり課まちづくり担当係

本庁舎16階 1番窓口

都市整備部東部地域まちづくり課まちづくり担当係
都市整備部東部地域まちづくり課まちづくり担当係
都市整備部都市計画課土地利用計画担当係
都市整備部開発調整課緑化審査係
環境部みどり推進課計画係
都市整備部都市計画課土地利用計画担当係

本庁舎16階
本庁舎16階
本庁舎16階
本庁舎15階
本庁舎18階
本庁舎16階

8番窓口

03-5984-2073
03-5984-1534
03-5984-1243
03-5984-4751
03-5984-1594
03-5984-1527
03-5984-1544
03-5984-2406
03-5984-1659
03-5984-1544

練馬駅周辺地区

都市整備部東部地域まちづくり課まちづくり担当係

本庁舎16階 2番窓口

03-5984-1594

上石神井駅周辺地区(千川通り以北)
武蔵関駅周辺地区
外郭環状道路周辺地区（関越自動車道以南）

都市整備部新宿線・外環沿線まちづくり課まちづくり担当係 本庁舎16階 5番窓口

03-5984-1278

都市整備部大江戸線延伸推進課大江戸線延伸推進担当係 本庁舎16階 4番窓口

03-5984-1459

都市整備部東部地域まちづくり課まちづくり担当係

本庁舎16階 2番窓口

03-5984-1594

都市整備部西部地域まちづくり課まちづくり担当係

本庁舎16階 1番窓口

03-5984-4751

都市整備部防災まちづくり課防災まちづくり担当係

本庁舎15階 5番窓口

土地区画整理事業を施行すべき区域（予想街路を含む）
都市施設・市
〃
/整備状況 （土支田中央）
〃
上記以外
街地開発事業
石神井公園駅北口地区・石神井公園駅南口西地区

市街地
再開発事業

大泉学園駅前地区・大泉学園駅北口地区
練馬春日町駅西地区
地区計画、沿道地区計画
高度利用地区
風致地区（許可の審査）
特別緑地保全地区
生産緑地地区
駅周辺再開発促進
地区等指導要綱
適用地区

地区計画その
他地域地区等
まちづくり
検討地区

補助２３３号線沿道周辺地区・大泉町二丁目地区・
大泉学園町地区

資料

―
Ｅ９
Ｅ１
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｅ４

Ｅ11

補助156号線沿道周辺（東大泉・西大泉・南大泉）地区

練馬地区
江古田北部地区・北町地区
貫井・富士見台地区

建築協定
緑地協定
住民による地域 城南住宅組合
協定
保谷駅南口駅前通りまちづくり宣言
放射35号線沿道周辺(平和台・早宮・北町）地区
放射36号線等沿道周辺（羽沢・桜台・氷川台・平和台・早宮）地区

重点地区
まちづくり計画
その他

重点地区まちづくり計
画を検討する区域

場 所

2番窓口
3番窓口
8番窓口
6番窓口

放射35号線沿道周辺(平和台・早宮・北町)地区
放射36号線等沿道周辺(羽沢・桜台・氷川台・平和
台・早宮)地区

防災再開発
促進地区

担 当 部 署

貫井・富士見台地区
上石神井駅周辺地区
武蔵関駅周辺地区
上井草駅周辺地区（下石神井四丁目）
大泉・石神井・三原台周辺地区
補助156号線沿道周辺（東大泉・西大泉・南大泉）地区

桜台地区
補助233号線沿道周辺（大泉学園町・大泉町）地区

総合型地区まちづくり計画
施設管理型地区まちづくり計画
区立みんなの広場公園
景観区域区分/景観まちづくり地区/景観の相談・届出
埋蔵文化財包蔵地
練馬区道路網計画
----------------------------------------→

―
―
―
―
―

都市整備部開発調整課管理係
本庁舎15階 8番窓口
環境部みどり推進課計画係
本庁舎18階
城南住宅組合
Ｅ10 （毎週月曜日 10時30分～17時 月曜日が休日の場合は原則翌日） 練馬区向山3-22-14

― 都市整備部西部地域まちづくり課まちづくり担当係
― 都市整備部東部地域まちづくり課まちづくり担当係
―
― 都市整備部防災まちづくり課防災まちづくり担当係
―
― 都市整備部新宿線・外環沿線まちづくり課まちづくり担当係
―
―
― 都市整備部西部地域まちづくり課まちづくり担当係
― 都市整備部防災まちづくり課防災まちづくり担当係
― 都市整備部大江戸線延伸推進課大江戸線延伸推進担当係
― みどりのまちづくりセンター
―
― 土木部道路公園課公園係
― 都市整備部開発調整課管理係（景観窓口）
― 地域文化部文化・生涯学習課伝統文化係
Ｅ２の資料でご確認ください。

03-5984-4749
03-5984-1429
03-5984-1081
03-5984-1659
03-3999-0022

本庁舎16階 1番窓口

03-5984-4751

本庁舎16階 2番窓口

03-5984-1594

本庁舎15階 5番窓口

03-5984-1429

本庁舎16階 5番窓口

03-5984-1278

本庁舎16階 1番窓口
本庁舎15階 5番窓口
本庁舎16階 ４番窓口
練馬区豊玉北5-29-8
練馬センタービル3階
本庁舎14階
本庁舎15階 8番窓口
本庁舎8階

03-5984-4751
03-5984-4749
03-5984-1459
03-3993-5451
03-5984-1365
03-5984-1526
03-5984-2442

