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巻末資料「区市町村連携部署リスト」 

区 連携部署リスト 

区 部 課 区 部 課
環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市基盤部 公園課
環境まちづくり部 環境政策課 都市基盤部 都市計画課

中央区 環境土木部 水とみどりの課 区民部 産業振興課
街づくり支援部 都市計画課 まちづくり推進部 まちづくり計画課

街づくり支援部 土木課 まちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課

環境リサイクル支援部 環境課 都市整備部 みどり公園課
新宿区 みどり土木部 みどり公園課 産業振興センター

文京区 土木部 みどり公園課 豊島区 都市整備部 公園緑地課
環境清掃部 環境課 生活環境部 環境課
都市づくり部 公園課 土木部 土木政策課
都市整備部 都市整備課 荒川区 防災都市づくり部 土木管理課
資源環境部 環境保全課 土木部 みどりと公園課

土木部 管理課 産業経済部 赤塚支所
土木部 河川公園課 環境部 みどり推進課
防災まちづくり部 公園課 土木部 道路公園課
都市環境部 都市計画課 都市農業担当部 都市農業課
都市整備部 みどり土木政策課 都市建設部 パークイノベーション推進課

産業経済部 産業経済・消費生活課 産業経済部 産業振興課
まちづくり推進部 都市計画課 都市整備部 都市計画課
環境清掃部 環境対策課 都市整備部 公園課
産業経済部 産業振興課 環境部 環境課
みどり３３推進担当部 みどり政策課 産業観光部 産業経済課
経済産業部 都市農業課 環境部 水とみどりの課

環境政策部 環境政策課 産業経済部 産業経済課
土木部 公園課

千代田区

中野区

港区

杉並区

台東区 北区

墨田区
板橋区

江東区

練馬区
品川区

目黒区 足立区

大田区
葛飾区

世田谷区
江戸川区

渋谷区
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市町村 連携部署リスト 

市町村 部 課 市町村 部 課

環境部 環境保全課 生活環境部 環境政策課

まちなみ整備部 公園課 生活環境部 ｼﾃｨｾｰﾙｽ推進課

産業振興部 農林課 環境部 環境政策課

まちづくり部 公園緑地課 都市建設部 まちづくり推進課

産業文化スポーツ部 産業振興課 市民生活部 地域活性課

環境部 緑のまち推進課 まちづくり部 土木公園課

市民部 産業振興課 市民環境部 産業振興課

都市整備部 緑と公園課 都市整備部 水と緑と公園課

生活環境部 都市農業課 地域振興部 産業振興課

環境部 公園緑地課 環境安全部 環境政策課

地域経済部 農林水産課 市民部 産業政策課

都市整備部 公園緑地課 環境部 環境課

生活環境部 産業振興課 協働推進部 産業観光課

環境部 環境課 都市整備部 都市計画課

都市計画部 都市計画課 環境部 公園緑地課

市民部 産業活性課 市民経済部 経済観光課

環境部 緑と公園課 都市環境整備部 緑と環境課
生活文化スポーツ部 農政課 産業文化スポーツ部 経済課

都市づくり部 公園緑地課 産業環境部 環境保全課

経済観光部 農業振興課 まちづくり部 土木課

環境部 環境政策課 産業環境部 産業振興課

市民部 経済課 都市整備部 都市計画課

環境部 水と緑と公園課 環境農林部 環境政策課

地域振興部 産業振興課 環境農林部 農林課

環境共生部 緑と清流課 みどり環境部 みどり公園課

産業スポーツ部 都市農業振興課 生活文化スポーツ部 産業振興課

まちづくり部 みどりと公園課 都市整備部 建設課

地域創生部 産業振興課 協働推進部 産業経済課

建設環境部 緑と公園課 まちづくり課

市民生活部 経済課 産業観光課

生活環境部 環境政策課 奥多摩町 観光産業課

都市整備部 南部地域まちづくり課 檜原村 産業環境課

国分寺市 日の出町

国立市

小平市
あきる野市

日野市 西東京市

東村山市 瑞穂町

調布市 稲城市

町田市
羽村市

小金井市

青梅市 東久留米市

府中市
武蔵村山市

昭島市
多摩市

立川市
狛江市

武蔵野市 東大和市

三鷹市 清瀬市

八王子市
福生市
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東京の緑の保全・創出支援プログラム 

  令和５年４月改訂 

  所管部署一覧 
（プログラム全般に関すること） 
政策企画局 計画調整部 計画調整課 

（プログラム全般、緑あふれる東京基金、所管事業に関すること） 
    都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 

（所管事業に関すること） 
住宅政策本部 都営住宅経営部 住宅整備課 

環境局 自然環境部 計画課 

産業労働局 農林水産部 農業振興課 

建設局 公園緑地部 計画課 

港湾局 臨海開発部 海上公園課 

※ 本プログラム３章に掲載の個別の事業に関するお問い合わせ等は、各事業の担
当窓口にご連絡をお願いします。


