
令和４年度　屋外広告物許可事務担当窓口 令和４年４月１日現在

市町村 市条例あり 課・事務所 担当 ＴＥＬ 市町村 市条例あり 課・事務所 担当 ＴＥＬ

上尾市 都市計画課 都市計画担当 048-775-7629 ときがわ町 建設環境課 管理都市計画担当 0493-65-1539
朝霞市 開発建築課 建築指導係 048-463-2585 所沢市 建築指導課 庶務・屋外広告物グループ 04-2998-9180
伊奈町 都市計画課 都市計画係 048-721-2111 戸田市 ★ 都市計画課 都市景観担当 048-424-9573
入間市 開発建築課 建築審査担当 04-2964-1111 長瀞町 建設課 建設担当 0494-66-3111
小鹿野町 住民生活課 屋外広告担当 0494-75-1418 滑川町 建設課 管理担当 0493-56-4068
小川町 都市政策課 都市政策グループ開発建築担当 0493-72-1221 に新座市 ★ 建築審査課 建築審査係 048-477-4309
桶川市 建築課 建築指導係 048-786-3211 蓮田市 建築指導課 建築指導・空き家対策担当 048-765-1720
越生町 まちづくり整備課 まち企画担当 049-292-3121 鳩山町 まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当 049-296-5893
春日部市 ★ 都市計画課 都市計画・景観担当 048-736-1111 羽生市 まちづくり政策課 建築係 048-561-1121
加須市 建築課 建築指導担当 0480-62-1111 飯能市 建築課 建築指導担当 042-973-2170
神川町 建設課 都市計画管理担当 0495-77-0702 東秩父村 建設課 管理担当 0493-82-1222
上里町 まちづくり推進課 都市整備係 0495-71-6511 東松山市 住宅建築課 建築審査グループ 0493-21-1424
川口市 ★ 都市計画課 計画推進係 048-242-6333 日高市 都市計画課 建築指導・開発指導担当 042-989-2111
川越市 ★ 都市景観課 都市景観担当 049-224-5961 深谷市 都市計画課 都市計画係 048-574-6654
川島町 まち整備課 都市計画グループ 049-299-1763 富士見市 建築指導課 建築指導・住宅グループ 049-252-7127
北本市 都市計画政策課 建築指導担当 048-594-5550 ふじみ野市 建築課 建築指導係 049-220-2069
行田市 管理課 管理担当 048-550-1552 ほ本庄市 建築開発課 建築指導係 0495-25-1140
久喜市 建築審査課 企画指導係 0480-22-1111 ま松伏町 新市街地整備課 開発建築担当 048-991-1858
熊谷市 ★ 都市計画課 計画係 0493-39-4813 三郷市 ★ 都市デザイン課 住宅景観係 048-930-7833
鴻巣市 建築住宅課 建築審査担当 048-541-1321 美里町 建設課 管理係 0495-76-5134
越谷市 ★ 都市計画課 － 048-963-9221 皆野町 建設課 管理都市計画担当 0494-62-1463
さいたま市（南部） ★ 南部都市計画事務所 都市計画指導課 048-840-6178 宮代町 まちづくり建設課 建築開発担当 0480-34-1111
さいたま市（北部） ★ 北部都市計画事務所 都市計画指導課 048-646-3178 三芳町 都市計画課 開発建築担当 049-258-0019
坂戸市 住宅政策課 建築指導係 049-283-1495 も毛呂山町 まちづくり整備課 都市計画係 049-295-2112
幸手市 建築指導課 建築指導担当 0480-43-1111 や八潮市 ★ 都市計画課 景観デザイン係 048-996-3695
狭山市 建築審査課 建築総務担当 04-2953-1111 横瀬町 建設課 計画・管理グループ 0494-25-0117
志木市 都市計画課 まちづくりグループ 048-473-1111 吉川市 都市計画課 建築指導担当 048-982-9885
白岡市 街づくり課 都市計画担当 0480-92-1111 吉見町 まち整備課 都市計画係 0493-63-5018

す杉戸町 建築課 開発建築指導担当 0480-33-1111 寄居町 都市計画課 都市計画班 048-581-1357
そ草加市 都市計画課 計画係 048-922-1790 ら嵐山町 まちづくり整備課 都市計画担当 0493-62-0721
ち秩父市 都市計画課 － 0494-26-6867 和光市 建築課 審査・住宅担当 048-424-9134
つ鶴ヶ島市 都市計画課 開発建築担当 049-271-1111 蕨市 さいたま県土整備事務所 管理担当 048-861-2495

さいたま市（南部）　中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 ※１　蕨市の区域は、市役所ではなく埼玉県のさいたま県土整備事務所が許可事務窓口です。
さいたま市（北部）　西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 ※２　★印が付いている市では、県ではなく市の屋外広告物条例が適用されます。
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