
〈駐車場出入口の位置の変更〉
８月制限 説明会 地元意見 都道府県意見

× ○※ ○ ○

× ○※ ○ ○

※ 都道府県が認める場合は、説明会に代わる届出等の要旨の掲示によることが可能です。

〈荷さばき可能時間帯の変更〉
８月制限 説明会 地元意見 都道府県意見

× ○※ ○ ○

× ○※ ○ ○

※ 都道府県が認める場合は、説明会に代わる届出等の要旨の掲示によることが可能です。

〈大型店の廃止〉
８月制限 説明会 地元意見 都道府県意見

× × × ×

× × × ×

届　出

・大型店を廃止するとき（１，０００㎡以下にするときを
含みます）

法第６条５項

法第６条５項

届　出

・位置を変更するとき
法第６条２項

法附則第５条１項

届　出

・時間帯を変更するとき
法第６条２項

法附則第５条１項

郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ

産業労働局商工部地域産業振興課
大型店環境調整係

163-8001
新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎　30階北側

03-5320-4788
問合せ・相談は
03-5320-4777、4789

03-5388-1461

№ 郵便番号 所 在 地
電話番号
（）は内線

ＦＡＸ

1 千代田区 区民生活部 区民生活課 商工係 102-8688 千代田区九段南1-2-1
03-3264-2111

(2332)
03-3264-7989

2 中央区 区民部 商工観光課 中小企業振興係 104-8404 中央区築地1-1-1 03-3546-5487 03-3546-2097

3 港区
産業・地域振興支援部 産業振興課
産業振興係

105-8511 港区芝公園1-5-25 03-3578-2552 03-3578-2559

4 新宿区 地域文化部 産業振興課 160-0023
新宿区西新宿6-8-2
BIZ新宿4階

03-3344-0701 03-3344-0221

5 文京区 区民部 経済課 産業振興係 112-8555 文京区春日1-16-21 03-5803-1173 03-5803-1936

6 台東区
文化産業観光部 産業振興課
商店街担当

110-8615 台東区東上野4-5-6 03-5246-1142 03-5246-1139

7 墨田区 産業観光部 産業経済課 130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-6187 03-5608-6934

8 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 135-8383 江東区東陽4-11-28 03-3647-9502 03-3647-8442

9 品川区
地域振興事業部 商業・観光課
商業支援係

141-0033 品川区西品川1-28-3 03-5498-6332 03-5498-6338

10 目黒区
産業経済部 産業経済・消費生活課
商店街振興係

153-8573 目黒区上目黒2-19-15 03-5722-9881 03-5722-9169

11 大田区 産業経済部 産業振興課 144-8621 大田区蒲田5-13-14 03-5744-1373 03-5744-1528

12 世田谷区 産業政策部 商業課 調整係 154-0004
世田谷区太子堂2-16-7
三軒茶屋分庁舎4階

03-3411-6652 03-3411-6635

13 渋谷区 区民部 商工観光課 商工観光係 150-8010 渋谷区宇田川町1-1 03-3463-1762 03-5458-4906

14 中野区
都市政策推進室 都市観光・地域活性化分野
地域商業活性化担当

164-8501 中野区中野4-8-1 03-3228-5591 03-3228-5656

15 杉並区 産業振興センター 商業係 167-0043
杉並区上荻1-2-1
インテグラルタワー2階

03-5347-9138 03-3392-7052

16 豊島区 文化商工部 生活産業課 商店街振興係 170-8422 豊島区東池袋1-18-1 03-5992-7017 03-5992-7088

17 北区 地域振興部 産業振興課 商工係 114-8503
北区王子1-11-1
北とぴあ11階

03-5390-1235 03-5390-1141

18 荒川区 産業経済部 産業振興課 商業振興係 116-0002 荒川区荒川2-2-3 03-3802-4674 03-3803-2333

19 板橋区 産業経済部 産業振興課 商工振興係 173-0004 板橋区板橋2-65-6 03-3579-2171 03-3579-9756

20 練馬区 産業経済部 経済課 庶務係 176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 03-5984-2672 03-5984-1902

21 足立区 産業経済部 産業振興課 商業係 120-8510 足立区中央本町1-17-1 03-3880-5865 03-3880-5605

22 葛飾区 地域振興部 産業経済課 経済企画係 125-0062
葛飾区青戸7-2-1
テクノプラザかつしか

03-3838-5554 03-3838-5551

23 江戸川区 都市開発部 都市計画課 開発指導係 132-8501
江戸川区中央1-4-1
第三庁舎

03-5662-1101 03-5607-2267

（平成２６年６月１日現在）

担 当 組 織

東京都及び区市町村の相談窓口一覧

東京都

都担当組織

２　区市町村の大型店担当窓口

（区部）

１ 届出についての問合せ･相談窓口
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№ 郵便番号 所 在 地
電話番号
（）は内線

ＦＡＸ

24 八王子市 産業振興部 産業政策課 192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 042-620-7252 042-627-5951

25 立川市 産業文化部 産業振興課 商工振興係 190-0015 立川市泉町1156-9 042-528-4317 042-527-8074

26 武蔵野市 市民部 生活経済課 産業振興係 180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　　 0422-60-1832 0422-51-9193

27 三鷹市 生活環境部 生活経済課 商工労政係 181-8555 三鷹市野崎1-1-1 　　　 0422-45-1151 0422-46-4749

28 青梅市
まちづくり経済部 商工観光課
商工労政係

198-8701 青梅市東青梅1-11-1　　
0428-22-1111

(2341)
0428-21-0542

29 府中市 生活環境部 経済観光課 183-8703 府中市宮西町2-24　　　
042-335-4111

(2457)
042-360-9370

30 昭島市 市民部 産業活性化室 196-8511 昭島市田中町1-17-1　　 042-544-5111 042-544-6440

31 調布市
生活文化スポーツ部 産業振興課
経済産業係

182-8511 調布市小島町2-35-1　　 042-481-7185 042-481-7391

32 町田市 経済観光部 産業観光課 194-8520 町田市森野2-2-22 042-724-2129 050-3101-9615

33 小金井市 市民部 経済課 産業振興係 184-8504 小金井市本町6-6-3 　　 042-387-9831 042-386-2609

34 小平市 市民生活部 産業振興課 商工担当 187-8701 小平市小川町2-1333　　 042-346-9534 042-346-9575

35 日野市 まちづくり部産業振興課 商工係 191-0016 日野市神明1-12-1　　　
042-585-1111

 (3421)
042-583-4483

36 東村山市 市民部 産業振興課 189-8501 東村山市本町1-2-3 　　
042-393-5111

 (2575)
042-394-4200

37 国分寺市 市民生活部 経済課 185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 　　
042-325-0111

(351)
042-325-1380

38 国立市 都市振興部 産業振興課 商工観光係 186-8501 国立市富士見台2-47-1　
042-576-2111

(345)
042-576-0264

39 西東京市
生活文化スポーツ部 産業振興課
商工係

202-8555 西東京市中町1-5-1 042-438-4041 042-438-2021

40 福生市
生活環境部  シティセールス推進課
産業活性化グループ

197-8501 福生市本町5 　　　　　 042-551-1699 042-552-2622

41 狛江市 市民生活部 地域活性課 地域振興係 201-8585 狛江市和泉本町1ｰ1-5 　
03-3430-1111

(2224)
03-3430-6870

42 東大和市 市民部 産業振興課 商工観光係 207-8585 東大和市中央3-930 　　
042-563-2111

(1071)
042-563-5927

43 清瀬市 市民生活部 産業振興課 204-8511 清瀬市中里5-842 　　　
042-492-5111

(243)
042-492-2415

44 東久留米市 市民部 産業振興課 労政商工係 203-8555 東久留米市本町3-3-1 　 042-470-7743 042-470-7811

45 武蔵村山市 生活環境部 産業観光課 商工グループ 208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 　
042-565-1111

(227)
042-563-0793

46 多摩市 市民経済部 経済観光課 商工観光担当 206-8666 多摩市関戸6-12-1　　　 042-338-6830 042-337-7659

47 稲城市 市民部 経済観光課 商工係 206-8601 稲城市東長沼2111　　　
042-378-2111

(674)
042-377-4781

48 あきる野市 環境経済部 観光商工課 商工振興係 197-0814 あきる野市二宮350番地　 042-558-1867 042-558-1119

49 羽村市 産業環境部 産業課 商工観光係 205-8601
羽村市緑ヶ丘5-2-1
市役所西分室内

042-555-1111
(656)

042-579-2590

50 瑞穂町 都市整備部 産業課 商工係 190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335 042-557-7633 042-556-3401

51 日の出町 産業観光課 商工観光係 190-0192 西多摩郡日の出町平井2780　
042-597-0511

(243)
042-597-4369

52 奥多摩町 観光産業課　観光商工係 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428-83-2295 0428-83-2344

53 檜原村 産業環境課 産業観光係 190-0212 西多摩郡檜原村467-1
042-598-1011

(121)
042-598-1009

54 大島町 観光産業課　振興係 100-0101 大島町元町1-1-14 04992-2-1446 04992-2-1371

55 八丈町 産業観光課 観光商工係 100-1498 八丈島八丈町大賀郷2551-2　　 04996-2-1125 04996-2-4437

（市町村）

担 当 組 織

（注）表に掲載がない自治体については、役場の代表電話からお問い合わせをお願いします。
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№ 郵便番号 所 在 地
電話番号
（）は内線

ＦＡＸ

24 八王子市 産業振興部 産業政策課 192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 042-620-7252 042-627-5951

25 立川市 産業文化部 産業振興課 商工振興係 190-0015 立川市泉町1156-9 042-528-4317 042-527-8074

26 武蔵野市 市民部 生活経済課 産業振興係 180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　　 0422-60-1832 0422-51-9193

27 三鷹市 生活環境部 生活経済課 商工労政係 181-8555 三鷹市野崎1-1-1 　　　 0422-45-1151 0422-46-4749

28 青梅市
まちづくり経済部 商工観光課
商工労政係

198-8701 青梅市東青梅1-11-1　　
0428-22-1111

(2341)
0428-21-0542

29 府中市 生活環境部 経済観光課 183-8703 府中市宮西町2-24　　　
042-335-4111

(2457)
042-360-9370

30 昭島市 市民部 産業活性化室 196-8511 昭島市田中町1-17-1　　 042-544-5111 042-544-6440

31 調布市
生活文化スポーツ部 産業振興課
経済産業係

182-8511 調布市小島町2-35-1　　 042-481-7185 042-481-7391

32 町田市 経済観光部 産業観光課 194-8520 町田市森野2-2-22 042-724-2129 050-3101-9615

33 小金井市 市民部 経済課 産業振興係 184-8504 小金井市本町6-6-3 　　 042-387-9831 042-386-2609

34 小平市 市民生活部 産業振興課 商工担当 187-8701 小平市小川町2-1333　　 042-346-9534 042-346-9575

35 日野市 まちづくり部産業振興課 商工係 191-0016 日野市神明1-12-1　　　
042-585-1111

 (3421)
042-583-4483

36 東村山市 市民部 産業振興課 189-8501 東村山市本町1-2-3 　　
042-393-5111

 (2575)
042-394-4200

37 国分寺市 市民生活部 経済課 185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 　　
042-325-0111

(351)
042-325-1380

38 国立市 都市振興部 産業振興課 商工観光係 186-8501 国立市富士見台2-47-1　
042-576-2111

(345)
042-576-0264

39 西東京市
生活文化スポーツ部 産業振興課
商工係

202-8555 西東京市中町1-5-1 042-438-4041 042-438-2021

40 福生市
生活環境部  シティセールス推進課
産業活性化グループ

197-8501 福生市本町5 　　　　　 042-551-1699 042-552-2622

41 狛江市 市民生活部 地域活性課 地域振興係 201-8585 狛江市和泉本町1ｰ1-5 　
03-3430-1111

(2224)
03-3430-6870

42 東大和市 市民部 産業振興課 商工観光係 207-8585 東大和市中央3-930 　　
042-563-2111

(1071)
042-563-5927

43 清瀬市 市民生活部 産業振興課 204-8511 清瀬市中里5-842 　　　
042-492-5111

(243)
042-492-2415

44 東久留米市 市民部 産業振興課 労政商工係 203-8555 東久留米市本町3-3-1 　 042-470-7743 042-470-7811

45 武蔵村山市 生活環境部 産業観光課 商工グループ 208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 　
042-565-1111

(227)
042-563-0793

46 多摩市 市民経済部 経済観光課 商工観光担当 206-8666 多摩市関戸6-12-1　　　 042-338-6830 042-337-7659

47 稲城市 市民部 経済観光課 商工係 206-8601 稲城市東長沼2111　　　
042-378-2111

(674)
042-377-4781

48 あきる野市 環境経済部 観光商工課 商工振興係 197-0814 あきる野市二宮350番地　 042-558-1867 042-558-1119

49 羽村市 産業環境部 産業課 商工観光係 205-8601
羽村市緑ヶ丘5-2-1
市役所西分室内

042-555-1111
(656)

042-579-2590

50 瑞穂町 都市整備部 産業課 商工係 190-1292 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335 042-557-7633 042-556-3401

51 日の出町 産業観光課 商工観光係 190-0192 西多摩郡日の出町平井2780　
042-597-0511

(243)
042-597-4369

52 奥多摩町 観光産業課　観光商工係 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428-83-2295 0428-83-2344

53 檜原村 産業環境課 産業観光係 190-0212 西多摩郡檜原村467-1
042-598-1011

(121)
042-598-1009

54 大島町 観光産業課　振興係 100-0101 大島町元町1-1-14 04992-2-1446 04992-2-1371

55 八丈町 産業観光課 観光商工係 100-1498 八丈島八丈町大賀郷2551-2　　 04996-2-1125 04996-2-4437

（市町村）

担 当 組 織

（注）表に掲載がない自治体については、役場の代表電話からお問い合わせをお願いします。

365


