
（令和元年８月現在）

市町 担当課 電話 所在地

平塚市 まちづくり政策課 0463-23-1111 平塚市浅間町9-1

鎌倉市 都市計画課 0467-23-3000 鎌倉市御成町18-10

藤沢市 都市計画課 0466-25-1111 藤沢市朝日町1-1

小田原市 都市計画課 0465-33-1571 小田原市荻窪300

茅ヶ崎市 都市計画課 0467-82-1111 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

逗子市 環境都市課 046-873-1111 逗子市逗子5-2-16

三浦市 都市計画課 046-882-1111 三浦市城山町1-1

秦野市 まちづくり計画課 0463-82-9643 秦野市桜町1-3-2

厚木市 都市計画課 046-225-2401 厚木市中町3-17-17

大和市 街づくり計画課 046-263-1111 大和市下鶴間1-1-1

伊勢原市 都市政策課 0463-94-4711 伊勢原市田中348

海老名市 都市計画課 046-235-9391 海老名市勝瀬175-1

座間市 都市計画課 046-255-1111 座間市緑ケ丘1-1-1

南足柄市 都市計画課 0465-73-8026 南足柄市関本440

綾瀬市 都市計画課 0467-70-5625 綾瀬市早川550

葉山町 都市計画課 046-876-1111 三浦郡葉山町堀内2135

寒川町 都市計画課 0467-74-1111 高座郡寒川町宮山165

大磯町 都市計画課 0463-61-4100 中郡大磯町東小磯183

二宮町 都市整備課 0463-71-3311 中郡二宮町二宮961

中井町 まち整備課 0465-81-3901 足柄上郡中井町比奈窪56

大井町 都市整備課 0465-85-5014 足柄上郡大井町金子1995

松田町 まちづくり課 0465-84-1332 足柄上郡松田町松田惣領2037

山北町 都市整備課 0465-75-3647 足柄上郡山北町山北1301-4

開成町 街づくり推進課 0465-84-0321 足柄上郡開成町延沢773

箱根町 都市整備課 0460-85-9566 足柄下郡箱根町湯本256

真鶴町 まちづくり課 0465-68-1131 足柄下郡真鶴町岩244-1

湯河原町 まちづくり課 0465-63-2111 足柄下郡湯河原町中央2-2-1

愛川町 都市施設課 046-285-2111 愛甲郡愛川町角田251-1

市町都市計画等担当課一覧（「事前確認表」確認事項③関係）



（令和元年８月現在）

事業所等
設置場所

窓口 所在地 電話

平塚市 平塚市まちづくり政策部建築指導課 平塚市浅間町９－１ 0463-21-9731～2

鎌倉市 鎌倉市都市調整部建築指導課 鎌倉市御成町18－10
0467－23－3000
内線2528～2532、
2587

藤沢市 藤沢市計画建築部建築指導課 藤沢市朝日町１－１
0466-25-1111
内線4233

小田原市 小田原市都市部建築指導課 小田原市荻窪300 0465-33-1435

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市都市部建築指導課 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１
0467-82-1111
内線2511

秦野市 秦野市都市部建築指導課 秦野市桜町１－２－２ 0463-83-0883 直通

厚木市 厚木市まちづくり計画部建築指導課 厚木市中町３－17－17 046-225-2432 直通

大和市 大和市街づくり計画部建築指導課 大和市下鶴間１－１－１ 046-260-5434 直通

逗子市
三浦市
葉山町

横須賀土木事務所　計画建築部まち
づくり・建築指導課

横須賀市公郷町１－56－５ 046-853-8800

伊勢原市
寒川町
大磯町
二宮町

平塚土木事務所計画建築部　建築指
導課

平塚市西八幡１－３－１
（神奈川県平塚合同庁舎内）

0463-22-2711

愛川町
清川村

厚木土木事務所　計画建築部まちづく
り・建築指導課

厚木市田村町２－２８
（神奈川県厚木南合同庁舎
内）

046-223-1711

海老名市
座間市
綾瀬市

厚木土木事務所東部センター　まちづ
くり・建築指導課

綾瀬市寺尾本町１－11－３ 0467-79-2800

南足柄市
中井町
大井町
松田町
山北町
開成町
箱根町
真鶴町

湯河原町

県西土木事務所　計画建築部
まちづくり・建築指導課

足柄上郡開成町吉田島2489
－２（神奈川県足柄上合同庁
舎内）

0465-83-5111

建築確認等窓口一覧（「事前確認票」確認事項④・⑥関係）



2018年6月5日

区分 機関名 所在地 電話

横須賀市消防局 横須賀市小川町11 046-822-0119

中央消防署 横須賀市米が浜通2-15 046-820-0119

北消防署 横須賀市船越町1-59 046-861-0119

南消防署 横須賀市森崎1-8-30 046-836-0119

三浦消防署 三浦市初声町下宮田5-11 046-884-0119

平塚市浅間町9-1 0463-21-3240

鎌倉市消防本部 鎌倉市大船3-5-10 0467-44-0119

鎌倉消防署 鎌倉市由比ガ浜4-1-10 0467-25-7524

大船消防署 鎌倉市大船3-5-10 0467-43-2424

藤沢市消防局 藤沢市朝日町1-1 0466-22-8182

南消防署 藤沢市鵠沼東8-3 0466-27-8181

北消防署 藤沢市湘南台2-7-1 0466-45-8181

消防本部／消防署 小田原市前川183-18 0465-49-4410

足柄消防署 南足柄市怒田40-1 0465-74-0119

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 0467-82-1111

逗子市消防本部 逗子市桜山2-3-31 046-871-4325

逗子市消防署 逗子市桜山2-3-31 046-871-0119

秦野市曽屋757 0463-81-0119

消防本部／消防署 厚木市寿町3-4-10 046-221-2331

北消防署 厚木市下荻野135-1 046-241-6111

大和市深見西4-4-6 046-261-1119

伊勢原市伊勢原3-32-20 0463-95-2119

海老名市大谷816 046-231-0355

座間市相武台1-48-1 046-256-2211

綾瀬市深谷中1-2-1 0467-76-0119

三浦郡葉山町堀内2050-10 046-876-0119

高座郡寒川町宮山396 0467-75-8000

中郡大磯町大磯1075 0463-61-0911

中郡二宮町中里711-1 0463-72-0015

足柄下郡箱根町宮ノ下467-1 0460-82-4511

足柄下郡湯河原町土肥1-5-22 0465-60-0119

愛甲郡愛川町角田286-1 046-285-3131

二宮町消防本部／消防署

箱根町消防本部／消防署

湯河原町消防本部／消防署

愛川町消防本部／消防署

海老名市消防本部／消防署

座間市消防本部／消防署

綾瀬市消防本部／消防署

葉山町消防本部／消防署

寒川町消防本部／消防署

大磯町消防本部／消防署

伊勢原市消防本部／消防署

消防署一覧（「事前確認表」確認事項⑦関係）

横須賀市

平塚市消防本部／消防署

鎌倉市

藤沢市

小田原市

茅ヶ崎市消防本部／消防署

逗子市

秦野市消防本部／消防署

厚木市

大和市消防本部／消防署



（令和元年８月現在）

市町村名 室課名 電話番号 所在地

 平塚市 防災危機管理部災害対策課 0463-21-9734 平塚市浅間町9-1

 鎌倉市 防災安全部総合防災課 0467-23-3000 鎌倉市御成町18-10

 藤沢市 防災安全部防災政策課 0466-25-1111 藤沢市朝日町1-1

 小田原市 防災安全部危機管理課 0465-33-1855 小田原市荻窪300

 茅ヶ崎市 市民安全部防災対策課 0467-82-1111 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

 逗子市 経営企画部防災安全課 046-873-1111 逗子市逗子5-2-16

 三浦市 総務部防災課 046-882-1111 三浦市城山町1-1

 秦野市 くらし安心部防災課 0463-82-9621 秦野市桜町1-3-2

 厚木市 市長室危機管理課 046-225-2190 厚木市中町3-17-17

 大和市 市長室危機管理課 046-260-5777 大和市下鶴間1-1-1

 伊勢原市 企画部危機管理課 0463-94-4711 伊勢原市田中348

 海老名市 市長室危機管理課 046-235-4790 海老名市勝瀬175-1

 座間市 市長室危機管理課 046-252-7395 座間市緑ケ丘1-1-1

 南足柄市 総務防災部防災安全課 0465-73-8055 南足柄市関本440

 綾瀬市 市長室危機管理課 0467-70-5641 綾瀬市早川550

 葉山町 総務部防災安全課 046-876-1111 三浦郡葉山町堀内2135

 寒川町 町民部町民安全課 0467-74-1111 高座郡寒川町宮山165

 大磯町 政策総務部危機管理課 0463-61-4100 中郡大磯町東小磯183

 二宮町 政策総務部防災安全課 0463-71-3311 中郡二宮町二宮961

 中井町 地域防災課防災班 0465-81-1110 足柄上郡中井町比奈窪56

 大井町 総務安全課防災安全室 0465-85-5002 足柄上郡大井町金子1995

 松田町 総務課安全防災担当室 0465-84-5540 足柄上郡松田町松田惣領2037

 山北町 総務防災課 0465-75-3643 足柄上郡山北町山北1301-4

 開成町 町民サービス部環境防災課 0465-84-0314 足柄上郡開成町延沢773

 箱根町 総務部総務防災課 0460-85-9561 足柄下郡箱根町湯本256

 真鶴町 総務課 0465-68-1131 足柄下郡真鶴町岩244-1

 湯河原町 地域政策課 0465-63-2111 足柄下郡湯河原町中央2-2-1

 愛川町 危機管理室 046-285-2111 愛甲郡愛川町角田251-1

 清川村 総務課 046-288-1212 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216

市町村防災対策等担当窓口一覧（「事前確認表」確認事項⑧関係）



(令和元年８月現在)

市町村名 担当課名 電話番号 所在地

福祉部障がい福祉課 0463-21-8774

健康・こども部こども家庭課 0463-32-2738

鎌倉市 健康福祉部障害者福祉課 0467-61-3975 鎌倉市御成町18-10

福祉健康部障がい福祉課 0466-50-3528

子ども青少年部子ども家庭課 0466-50-8428

小田原市 福祉健康部障がい福祉課 0465-33-1446 小田原市荻窪300

福祉部障害福祉課 0467-82-1111

こども育成部子育て支援課 0467-82-1111

逗子市 福祉部障がい福祉課 046-873-1111 逗子市逗子5-2-16

三浦市 保健福祉部福祉課 046-882-1111 三浦市城山町1-1

秦野市 福祉部障害福祉課 0463-82-7616 秦野市桜町1-3-2

厚木市 福祉部障がい福祉課 046-225-2225 厚木市中町3-17-17

健康福祉部障がい福祉課 046-260-5665

こども部すくすく子育て課 046-260-5673

伊勢原市 保健福祉部障がい福祉課 0463-94-4721 伊勢原市田中348

海老名市 保健福祉部障がい福祉課 046-235-4813 海老名市勝瀬175-1

座間市 健康福祉部障がい福祉課 046-252-7978 座間市緑ケ丘1-1-1

南足柄市 福祉健康部福祉課 0465-73-8047 南足柄市関本440

綾瀬市 福祉部障がい福祉課 0467-70-5623 綾瀬市早川550

葉山町 福祉部福祉課 046-876-1111 三浦郡葉山町堀内2135

寒川町 福祉部福祉課 0467-74-1111 高座郡寒川町宮山165

大磯町 町民福祉部福祉課 0463-73-4530 中郡大磯町東小磯183

二宮町 健康福祉部福祉保険課 0463-71-3311 中郡二宮町二宮961

中井町 福祉課 0465-81-5548 足柄上郡中井町比奈窪56

大井町 介護福祉課 0465-83-8011 足柄上郡大井町金子1964-1

松田町 福祉課 0465-83-1226 足柄上郡松田町松田惣領2037

山北町 福祉課 0465-75-3644 足柄上郡山北町山北1301-4

開成町 保健福祉部福祉課 0465-84-0316 足柄上郡開成町延沢773

箱根町 福祉部福祉課 0460-85-7790 足柄下郡箱根町湯本256

真鶴町 健康福祉課 0465-68-1131 足柄下郡真鶴町岩244-1

湯河原町 社会福祉課 0465-63-2111 足柄下郡湯河原町中央2-2-1

愛川町 民生部福祉支援課 046-285-6928 愛甲郡愛川町角田251-1

清川村 保健福祉課 046-288-3861 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216

大和市 大和市下鶴間1-1-1

市町村障害福祉主管課一覧（「事前確認表」確認事項⑨・⑪関係）

平塚市 平塚市浅間町9-1

藤沢市 藤沢市朝日町1-1

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1


