
令和２年５月２６日 

川崎市まちづくり局 

関係者各位

緊急事態宣言解除後におけるまちづくり局の対応について（更新） 

（新型コロナウイルス感染症対策） 

令和２年４月７日に政府から発出された緊急事態宣言、及び神奈川県の「特措法に基づく

緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」は、令和２年５月２５日をもって解除されました。 

これを受けて本市の業務継続計画（ＢＣＰ）については、５月２５日をもって解除されま

したが、まちづくり局では緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針に基づき、引き続

き、可能な限り対面での協議、受付等を避け、電話、メール、郵送等により対応を行い

ます。（詳細については各部署へお問い合わせください。） 

市民ならびに事業者の皆様におかれましては、ご不便をお掛けいたしますがご理解く

ださいますようお願いいたします。

○市ホームページ「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針について」

アドレス http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000117860.html

○市ホームページ「【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ」

アドレス http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000116186.html

まちづくり局総務部庶務課担当

電話 044（200）2940 
FAX 044（200）3967 



新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた窓口業務の取扱について 

事前相談や問合わせ等の窓口は、感染拡大防止の観点から、可能な限り対面での協議、受付等を

控え、基本的に電話、メール等で対応いたします。

ただし、一部の業務については、下記のとおり対応をいたします。

１ 通常窓口を継続する業務（昼休み時間中（12：00－13：00）の窓口対応を再開いたします）

業 務 所管課 連絡先

◇建築計画概要書の閲覧・写しの交付

◇宅地造成等の証明書の発行

◇建築確認等台帳記載証明書の発行

◇住宅用家屋証明書の発行   

◇開発登録簿の閲覧・写しの発行

指導部

建築管理課

（管理担当）

電話

044-200-3015 
ﾒｰﾙ

50kekan@city.kawasaki.jp 

２ 必要に応じて事前予約による窓口対応を行う業務（詳細については各部署へお問い合わせください）

業 務 所管課 連絡先

◇建築行為及び開発行為に関する総合調整条例

の手続き等

◇中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛

争の調整等に関する条例の手続き等

◇高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要

綱に係る手続き等

◇葬祭場等の設置等に関する要綱に係る手続き

等

総務部

まちづくり調整課

電話

044-200-2708 
ﾒｰﾙ

50matyo@city.kawasaki.jp 

◇首都圏整備法の既成市街地の証明 市街地整備部

地域整備推進課

電話

044-200-2730 
ﾒｰﾙ

50tisei@city.kawasaki.jp 

◇土地区画整理法第７６条第１項に基づく建築

行為等許可

◇仮換地指定に伴う各種証明書の発行

◇管理用地の一時使用承認

◇道路占用許可

登戸区画整理事務所

（企画担当）

（換地担当）

（工事担当）

（工事担当）

電話

044-933-8512 

044-933-8571 
044-933-8581 
044-933-8581 
ﾒｰﾙ

50nobori@city.kawasaki.jp 
◇市営住宅の管理に関すること 住宅政策部

市営住宅管理課

電話

044-200-2950 
ﾒｰﾙ

50zyukan@city.kawasaki.jp  
◇低炭素建築物新築等計画の認定

◇長期優良住宅建築等計画の認定

指導部

建築管理課

（省エネ・ＣＡＳ

ＢＥＥ担当）

電話

044-200-3026 
ﾒｰﾙ

50kekan@city.kawasaki.jp 

（別紙）令和 2 年 5 月 26 日 まちづくり局



◇バリアフリー法の認定 指導部

建築管理課

（誘導促進担当）

電話

044-200-3088 
ﾒｰﾙ

50kekan@city.kawasaki.jp 
◇建築基準法及び川崎市建築基準条例に基づく

許認可（建築審査課所管の許認可業務を除く）

◇新規の道路位置指定

◇斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の

確認

指導部

建築指導課

（建築許可担当）

電話

044-200-3007 
ﾒｰﾙ

50kesido@city.kawasaki.jp 

◇建築物の仮使用認定 指導部

建築指導課

（建築監察担当）

電話

044-200-3008 
ﾒｰﾙ

50kesido@city.kawasaki.jp 
◇定期検査報告概要書等の閲覧・写しの発行 指導部

建築指導課

（建築安全担当）

電話

044-200-2757 
ﾒｰﾙ

50kesido@city.kawasaki.jp 
◇計画通知、本市へ申請する建築確認申請(意匠)、
中間検査申請・完了検査申請の受付

◇建築基準法上の道路の閲覧

◇建築基準法の道路等、各種相談

◇建築基準法第 43 条第２項認定・許可(包括同意

基準)の受付

◇川崎市建築基準条例 6 条第 2 項ただし書許可

指導部

建築審査課

（意匠担当）

電話

宮前・多摩・麻生

044-200-3045 
中原・高津

044-200-3020 
川崎・幸

044-200-3016 
ﾒｰﾙ

50kesins@city.kawasaki.jp 

◇計画通知、本市へ申請する建築確認申請（構造、

昇降機、工作物）、中間検査申請、完了検査申請の

受付

指導部

建築審査課

（構造・設備担当）

電話

044-200-3019 
ﾒｰﾙ

50kesins@city.kawasaki.jp 

◇がけ（土砂災害警戒区域等・急傾斜地崩壊危険

区域）に関すること

◇擁壁等の改修・補修工事に関する助成

指導部

宅地企画指導課

電話

044-200-3035 
ﾒｰﾙ

50takuki@city.kawasaki.jp 
◇開発行為・宅地造成工事に関する相談、許可

◇市街化調整区域内の開発行為・建築行為の相

談、許可

指導部

宅地審査課

電話

中原・高津・宮前

044-200-2726 
川崎・幸・多摩・麻生

044-200-2728 
ﾒｰﾙ

50takusi@city.kawasaki.jp 



３ 必要に応じて郵送による対応も行う業務（詳細については各部署へお問い合わせください）

業 務 所管課 連絡先

◇納税猶予の特例適用の農地等該当証明書・用途

証明書・道路証明書の発行

（※窓口でのタッチパネルによる情報の提供

は再開します）

計画部

都市計画課

（都市調査担当）

（管理担当）

電話

044-200-2713 
044-200-2711 
ﾒｰﾙ

50tosike@city.kawasaki.jp 

◇都市計画決定線の位置確認（用途線引き、都計

道線引き）

◇地区計画の届出（再開発等促進区を定める地区

計画など）

◇都市計画法第５３条の許可申請

計画部

都市計画課

（企画調整担当）

（都市基盤担当）

電話

044-200-2712 
044-200-2033 
ﾒｰﾙ

50tosike@city.kawasaki.jp 

◇景観計画の届出

◇都市景観条例の届出

◇地区計画形態意匠条例の認定

◇地区計画の届出(再開発等促進区を定める地区

計画など一部の地区を除く) 

計画部

景観・地区まちづ

くり支援担当

（景観担当）

（地区まちづくり

支援担当）

電話

044-200-3022 
044-200-3025 
ﾒｰﾙ

50keikan@city.kawasaki.jp 

◇駐車施設附置等関係 交通政策室 電話

044-200-2032 
ﾒｰﾙ

50kousei@city.kawasaki.jp 
◇密集市街地の不燃化重点対策地区（川崎区小田

周辺地区及び幸区幸町周辺地区）における補助制

度の申請

市街地整備部

防災まちづくり推

進課

電話

044-200-2731 
ﾒｰﾙ

50bomati@city.kawasaki.jp 
◇木造住宅・特定建築物・分譲マンション等の耐

震化の助成

市街地整備部

防災まちづくり推

進課

電話

044-200-3017 
ﾒｰﾙ

50bomati@city.kawasaki.jp 
◇分譲マンション段差解消工事等費用助成 

◇被相続人居住用家屋等確認書の発行申請（空き

家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除）

◇令和元年台風 19 号により被災した住宅の応急

修理の受付

住宅政策部

住宅整備推進課

電話

044-200-2253 
ﾒｰﾙ

50zyusei@city.kawasaki.jp 

◇住宅用家屋証明書の発行 指導部

建築管理課

（管理担当）

電話

044-200-3015 
ﾒｰﾙ

50kekan@city.kawasaki.jp 
◇建築物省エネ法の適合性判定・届出・認定

◇建築物環境計画書（CASBEE 川崎・戸建）の届

 出

指導部

建築管理課

（省エネ・ＣＡＳ

ＢＥＥ担当）

電話

044-200-3026 
ﾒｰﾙ

50kekan@city.kawasaki.jp 
◇福祉のまちづくり条例（建築物）の事前協議・

適合証交付

◇建設リサイクル法（建築物）の届出

◇ワンルｰム形式集合住宅等建築指導要綱の手続

き

指導部

建築管理課

（誘導促進担当）

電話

044-200-3088 
ﾒｰﾙ

50kekan@city.kawasaki.jp 

◇定期報告の受付

◇吹付けアスベスト対策補助金に関すること

◇ブロック塀等撤去促進助成金に関すること

指導部

建築指導課

（建築安全担当）

電話

044-200-2757 
ﾒｰﾙ

50kesido@city.kawasaki.jp 



◇建築基準法上の道路の位置指定証明書の発行

◇狭あい道路に関する協議

◇計画通知、本市へ申請する建築確認申請の事前

申請受付

指導部

建築審査課

（意匠担当）

電話

宮前・多摩・麻生

044-200-3045 
中原・高津

044-200-3020 
川崎・幸

044-200-3016 
ﾒｰﾙ

50kesins@city.kawasaki.jp 

◇山留め工事等施工計画概要書（建築工事）の届

出

◇各種施工計画書の受付

指導部

建築審査課

（構造・設備担当）

電話

044-200-3019 
ﾒｰﾙ

50kesins@city.kawasaki.jp 
◇開発行為・宅地造成工事の事前相談書の提出 

◇市街化調整区域内の開発行為・建築行為の事前

相談書の提出 

◇山留め工事等施工計画（開発・宅地造成）の届

出

指導部

宅地審査課

電話

中原・高津・宮前

044-200-2726 
川崎・幸・多摩・麻生

044-200-2728 
ﾒｰﾙ

50takusi@city.kawasaki.jp 

４ その他

（１）上記以外の業務に関する相談や問い合わせにつきましても、まず電話等でご連絡いただきますよ

うお願いいたします。

（２）「ハウジングサロン（川崎市まちづくり公社）」は順次、相談業務を再開いたします。また、「すま

いの相談窓口（川崎市住宅供給公社）」におきましては、まず電話等でご連絡いただきますようお願

いいたします。


