
建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口

担当部局名 担当課等名 電　話 所在地 担当部局名 担当課等名 電　話 所在地

 静岡県 静岡市(本庁舎)  建築指導課  054-221-1267  静岡市葵区追手町5-1  建築指導課  054-221-1267  静岡市葵区追手町5-1

　　〃　(清水区役所)  都市計画事務所  054-354-2256  静岡市清水区旭町6-8  都市計画事務所  054-354-2256  静岡市清水区旭町6-8

浜松市(元城町庁舎)  建築行政課  053-457-2471
 浜松市中区元城町216-4
 ﾉｰｽｽﾀｰﾋﾞﾙ浜松7階

 建築行政課
(道路河川内工事を除く)

 053-457-2471
 浜松市中区元城町216-4
 ﾉｰｽｽﾀｰﾋﾞﾙ浜松7階

　　〃　(浜北区役所内)  北部都市整備事務所  053-585-1154  浜松市浜北区西美薗6
 北部都市整備事務所
(道路河川内工事を除く)

 053-585-1154  浜松市浜北区西美薗6

　　〃　(中区役所)※南区・西区分も取り扱う
南土木整備事務所　企画調整グループ
（道路河川内関係工事）

 053-457-1012  浜松市中区北寺島町103-2

　　〃　(東区役所)
東・浜北土木整備事務所　東土木管理グループ
（道路河川内関係工事）

 053-424-0165  浜松市東区流通元町20-3

　　〃　(北区役所)
北土木整備事務所  北土木管理グループ
（道路河川内関係工事）

 053-523-2897  浜松市北区細江町気賀305

　　〃　(浜北区役所)
東・浜北土木整備事務所　浜北管理グループ
（道路河川内関係工事）

 053-585-1152  浜松市浜北区西美薗6

　　〃　(天竜区役所)
天竜土木整備事務所　天竜土木グループ
（道路河川内関係工事）

 053-922-0025  浜松市天竜区二俣町二俣481

　　〃　（春野協働センター）
天竜土木整備事務所　春野土木工事グループ
（道路河川内関係工事）

 053-983-0003  浜松市天竜区春野町宮川1467-2

　 　　〃　（佐久間協働センター）
天竜土木整備事務所　佐久間土木工事グループ
（道路河川内関係工事）

 053-966-0003 
 浜松市天竜区佐久間町佐久間429-
2

　　〃　（水窪協働センター）
天竜土木整備事務所　水窪土木工事グループ
（道路河川内関係工事）

 053-982-0007  浜松市天竜区水窪町奥領家2980-1

　　〃　（龍山協働センター）
天竜土木整備事務所　龍山土木工事グループ
（道路河川内関係工事）

 053-966-2115  浜松市天竜区龍山町大嶺570-1

沼津市  建築指導課  055-934-4759  沼津市御幸町16-1  建築指導課  055-934-4759  沼津市御幸町16-1

熱海市  まちづくり課  0557-86-6428  熱海市中央町1-1  まちづくり課  0557-86-6428  熱海市中央町1-1

三島市  建築住宅課  055-983-2644  三島市北田町4-47  建築住宅課  055-983-2644  三島市北田町4-47

富士宮市  建築指導課  0544-22-1229  富士宮市弓沢町150  建築指導課  0544-22-1229  富士宮市弓沢町150

伊東市  建築住宅課  0557-32-1763  伊東市大原2-1-1
 建築住宅課(建築工事)
 建設課(土木工事)

 0557-32-1763
 0557-32-1751

 伊東市大原2-1-1

島田市  建築住宅課  0547-36-7184  島田市中央町1-1
 建築住宅課(建築工事)
 土木管理課(土木工事)

 0547-36-7184
 0547-36-7181

 島田市中央町1-1

富士市  建築指導課  0545-55-2791  富士市永田町1-100
 建築指導課(建築工事)
 建設総務課(土木工事)

 0545-55-2791
 0545-55-2818

 富士市永田町1-100

磐田市  建築住宅課  0538-37-4899  磐田市国府台3-1  建築住宅課  0538-37-4899  磐田市国府台3-1

焼津市  建築指導課  054-626-2169  焼津市本町5-6-1 アトレ庁舎2F  建築指導課  054-626-2169  焼津市本町5-6-1 アトレ庁舎2F

掛川市  都市政策課  0537-21-1152  掛川市長谷1-1-1  都市政策課  0537-21-1152  掛川市長谷1-1-1

藤枝市  建築住宅課  054-643-3481  藤枝市岡出山1-11-1  建築住宅課  054-643-3481  藤枝市岡出山1-11-1

御殿場市  建築住宅課  0550-82-4224  御殿場市萩原483
 建築住宅課(建築工事)
管理維持課(土木工事)

 0550-82-4224
 0550-82-4220

 御殿場市萩原483

袋井市 都市計画課  0538-44-3123  袋井市新屋1-1-1 都市計画課  0538-44-3123  袋井市新屋1-1-1

下田市  建設課  0558-22-2219  下田市東本郷1-5-18  建設課  0558-22-2219  下田市東本郷1-5-18

裾野市  まちづくり課  055-995-1856  裾野市佐野1059  まちづくり課  055-995-1856  裾野市佐野1059

湖西市  建築住宅課  053-576-4549  湖西市吉美3268  建築住宅課  053-576-4549  湖西市吉美3268

伊豆市  都市計画課  0558-83-5206  伊豆市八幡500-1  都市計画課  0558-83-5206  伊豆市八幡500-1

御前崎市  都市建設課  0537-85-1122  御前崎市池新田5585  都市建設課  0537-85-1122  御前崎市池新田5585

菊川市  都市政策課  0537-35-0957  菊川市堀之内61  都市政策課  0537-35-0957  菊川市堀之内61

伊豆の国市  都市計画課  055-948-2909  伊豆の国市長岡340-1
 都市計画課(建築工事)
 建設課(土木工事)

 055-948-2909
 055-948-2908

 伊豆の国市長岡340-1

牧之原市  建設管理課  0548-53-2627  牧之原市相良275  建設管理課  0548-53-2627  牧之原市相良275

東伊豆町  建設産業課  0557-95-6303  賀茂郡東伊豆町稲取3354  建設産業課  0557-95-6303  賀茂郡東伊豆町稲取3354

河津町  建設課  0558-34-1952  賀茂郡河津町田中212-2  建設課  0558-34-1952  賀茂郡河津町田中212-2

南伊豆町  建設課  0558-62-6277  賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1  建設課  0558-62-6277  賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1

松崎町  産業建設課  0558-42-3965  賀茂郡松崎町宮内301-1  産業建設課  0558-42-3965  賀茂郡松崎町宮内301-1

西伊豆町  産業建設課  0558-52-1115  賀茂郡西伊豆町仁科401-1  産業建設課  0558-52-1115  賀茂郡西伊豆町仁科401-1

函南町  都市計画課  055-979-8117  田方郡函南町平井717-13  都市計画課  055-979-8117  田方郡函南町平井717-13

清水町  都市計画課  055-981-8225  駿東郡清水町堂庭210-1
 都市計画課(建築工事)
 建設課(土木工事)

 055-981-8225
 055-981-8228

 駿東郡清水町堂庭210-1

長泉町  建設計画課  055-989-5520  駿東郡長泉町中土狩828  建設計画課  055-989-5520  駿東郡長泉町中土狩828

小山町  都市整備課  0550-76-6105  駿東郡小山町藤曲57-2  都市整備課  0550-76-6105  駿東郡小山町藤曲57-2

吉田町  都市建設課  0548-33-2161  榛原郡吉田町住吉87  都市建設課  0548-33-2161  榛原郡吉田町住吉87

川根本町  建設課  0547-56-2227  榛原郡川根本町上長尾627  建設課  0547-56-2227  榛原郡川根本町上長尾627

森町  建設課都市計画係  0538-85-6322  周智郡森町森2101-1
 建設課都市計画係(建築工事)
 建設課工事係(土木工事)

 0538-85-6322
 0538-85-6324

 周智郡森町森2101-1

その他の届出・通知の受付窓口
建築基準法第六条第一項第四号に掲げる戸建て住宅等

についての届出・通知の受付窓口都道府県名 市区町村


