
都道府県・政令市　地下壕担当連絡先 令和5年3月現在

都道府県

･政令市 部　　署　　名 係名

1 北海道 建設部まちづくり局都市環境課 街路計画係 011-231-4111(29571)

2 青森県 県土整備部都市計画課 市街地整備グループ 017-722-1111(6779)

3 岩手県 県土整備部都市計画課 公園チーム 019-651-3111(5890)

4 宮城県 土木部建築宅地課 企画調査班 022-211-3245

5 秋田県 建設部都市計画課 調整・都市計画班 018-860-2441

6 山形県 県土整備部都市計画課 街路・区画整理担当 023-630-2586

7 福島県 土木部まちづくり推進課 まちづくり推進担当 024-521-1111(3653)

8 茨城県 土木部都市局都市整備課 市街地整備室 029-301-1111(4620)

9 栃木県 県土整備部都市計画課 まちづくり支援担当 028-623-2323(2464)

10 群馬県 県土整備部都市計画課 公園緑地係 027-223-1111(3676)

11 埼玉県 都市整備部都市計画課 施設計画担当 048-824-2111(5343)

12 千葉県 県土整備部都市整備局都市計画課 企画調整班 043-223-2110(3161)

13 東京都 都市整備局市街地整備部防災都市づくり課 住宅市街地整備担当 03-5321-1111(31281)

14 神奈川県 県土整備局都市部都市整備課 土地区画整理グループ 045-210-1111(6201)

15 新潟県 土木部都市局都市政策課 広域都市政策班 025-285-5511(3328)

16 富山県 土木部都市計画課 計画係 076-431-4111(4174)

17 石川県 土木部都市計画課 街路・都市交通グループ 076-225-1758(5213)

18 福井県 土木部都市計画課 都市環境・公園グループ 0776-21-1111(3452)

19 山梨県 県土整備部都市計画課 市町村計画・開発担当 055-237-1111(7461)

20 長野県 建設部都市・まちづくり課 都市計画係 026-232-0111(3352)

21 岐阜県 都市建築部都市政策課 施設計画係 058-272-1111(4716)

22 静岡県 交通基盤部都市局街路整備課 鉄道高架班 054-221-3069

23 愛知県 都市・交通局都市基盤部都市整備課 企画・街路グループ 052-961-2111(2663)

24 三重県 県土整備部都市政策課 都市計画班 059-224-2718

25 滋賀県 土木交通部都市計画課 公園緑地室 077-528-4281

26 京都府 建設交通部都市計画課 地域整備係 075-451-8111

27 大阪府 都市計画局拠点開発室戦略拠点開発課 NT再生・まちづくり推進グループ 06-6941-0351

28 兵庫県 まちづくり部都市計画課 市街地整備班 078-341-7711(4677)

29 奈良県 県土マネジメント部地域デザイン推進局まちづくり連携推進課 市街地整備推進係 0742-22-1101(4322)

30 和歌山県 県土整備部都市住宅局都市政策課 景観・公園班 073-432-4111(3228)

31 鳥取県 生活環境部緑豊かな自然課 緑地公園担当 0857-26-7199(7369)

32 島根県 土木部都市計画課 計画グループ 0852-22-5111(5699)

33 岡山県 土木部都市局都市計画課 都市公園班 086-224-2111(4367)

34 広島県 土木建築局都市環境整備課 街路グループ 082-228-2111(4126)

35 山口県 土木建築部都市計画課 街路公園班 083-922-3728

36 徳島県 県土整備部都市計画課 まちづくり・事前復興担当 088-621-2500(2596)

37 香川県 土木部都市計画課 都市政策・計画グループ 087-831-1111(4275)

38 愛媛県 土木部道路都市局都市計画課 まちづくり推進係 089-941-2111(2740)
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39 高知県 土木部都市計画課 市町村調整担当 088-823-1111(9863)

40 福岡県 建築都市部都市計画課 市街地整備係 092-651-1111(4650)

41 佐賀県 県土整備部まちづくり課 街路・まちづくり担当 0952-24-2111(2845)

42 長崎県 土木部道路維持課 市町道・環境班 095-824-1111(5516)

43 熊本県 土木部道路都市局都市計画課 都市施設班 096-383-1111(6180)

44 大分県 土木建築部都市・まちづくり推進課 都市計画班 097-536-1111(4645)

45 宮崎県 県土整備部都市計画課 計画担当 0985-26-7192

46 鹿児島県 土木部都市計画課 街路係 099-286-2111(3686)

47 沖縄県 都市計画・モノレール課 市街地整備班 098-866-2333(2940)

48 札幌市 まちづくり政策局都市計画部都市計画課 土地利用係 011-211-2506

49 仙台市 都市整備局建築宅地部宅地保全課 宅地保全係 022-261-1111(5411)

50 さいたま市 都市局都市計画部都市総務課 政策係 048-829-1111(3318)

51 千葉市 総務局危機管理部防災対策課 対策実施班 043-245-5147(2579)

52 川崎市 建設緑政局総務部庶務課 庶務係 044-200-2787

53 横浜市 総務局危機管理室地域防災課 045-671-3456

54 相模原市 危機管理局危機管理課 地域防災推進班 042-754-1111(2204)

55 新潟市 都市政策部まちづくり推進課 市街地整備担当 025-228-1000(32700)

56 静岡市 都市局都市計画部都市計画課 企画係 054-254-2111(3214)

57 浜松市 市民部市民生活課 市民安全グループ 053-457-2231

58 名古屋市 住宅都市局都市計画部都市計画課 都市計画係 052-972-2712

59 京都市 都市計画局都市企画部都市総務課 庶務係 075-222-3111(3610)

60 大阪市 計画調整局開発調整部開発計画課 06-6208-7894

61 堺市 建築都市局都市計画部都市計画課 企画係 072-233-1101(5513)

62 神戸市 建設局防災課 078-331-8181(957-4063)

63 岡山市 都市整備局都市・交通部都市計画課 計画係 086-803-1000(3631)

64 広島市 下水道局河川防災課 082-245-2111(4346)

65 北九州市 建築都市局計画部都市計画課 計画調整係 093-582-2451

66 福岡市 住宅都市局都市計画部都市計画課 都市計画係 092-711-4111(2822)

67 熊本市 都市建設局土木部道路保全課 保全調整班 096-328-2111

※国有林内の地下壕に関する連絡先

機関名 部　署　名 係名 TEL(内線)

林野庁 国有林野部業務課 災害対策班 03-3502-8111(6303)


