国土利用計画法 土地取引届出窓口一覧
●名古屋市に所在する土地については、名古屋市 住宅都市局 都市整備部 まちづくり企画課 開発調整係（電話052-972-2955）に確認してください。
●下表の「事務処理市町村」欄に「○」がついている市町村は、届出書の宛名を当該市町村長としてください。（権限移譲済み市町村）
●下表の「電子届出」欄に「○」がついている市町村は、「あいち電子申請・届出システム」による電子届出が可能です。詳細は該当市町村にお問合せください。
●Webサイトがある市町村については、各市町村のWebサイトもあわせて御確認ください。
事務処理
市町村

電子届出

○

市町村名

担当部署名

電話番号

FAX番号

市町村Webサイト

豊橋市

都市計画部 都市計画課

0532-51-2622

0532-56-5108

岡崎市

都市整備部 都市計画課

0564-23-6271

0564-23-6514

https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1637/p018203.html

○

一宮市

まちづくり部 建築指導課

0586-28-8646

0586-73-9215

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1000409/1011928.html

○

瀬戸市

都市整備部 都市計画課

0561-88-2722

0561-88-2695

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111000956/

半田市

企画部 企画課

0569-84-0605

0569-25-2180

https://www.city.handa.lg.jp/kikaku/jigyosha/kenchiku/todokede/kokudoriyo.html

まちづくり推進部 都市政策課 0568-85-6264

0568-85-0991

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/toshikeikaku/kokudohou.html

豊川市

企画部 企画政策課

0533-89-2126

0533-89-2125

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/kurashi/kankyosumai/yochitochi/keikakuhotodokede.html

津島市

市長公室 企画政策課

0567-55-9465

0567-24-1791

https://www.city.tsushima.lg.jp/smph/kurashi/sumaikenchiku/kenchiku/kokudoho.html

碧南市

総務部 資産活用課

0566-95-9870

0566-48-0107

http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/sisan/plan̲policy/totiriyou/5220.html

刈谷市

企画財政部 財務課

0566-62-1006

0566-23-1105

https://www.city.kariya.lg.jp/shisei/machizukuri/totitorihiki/kikakukokudohou.html

豊田市

企画政策部 土地利用調整課

0565-34-6605

0565-32-3794

https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1030027/1007570.html

安城市

総務部 財政課

0566-71-2210

0566-76-1112

https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/tochi/kokudo.html

西尾市

産業部 商工振興課

0563-65-2158

0563-57-1322

https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/7,1918,84,389,html

蒲郡市

都市開発部 都市計画課

0533-66-1142

0533-66-1193

https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/kokudo.html

犬山市

経営部 企画広報課

0568-44-0312

0568-44-0360

https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/1002285/1002626.html

常滑市

総務部 総務課

0569-35-5111

0569-35-4329

http://www.city.tokoname.aichi.jp/jigyosha/kaihatsu/1001213.html

○

江南市

都市整備部 都市計画課

0587-54-1111

0587-56-5952

https://www.city.konan.lg.jp/jigyou/kaihatsu/1005771/1003930.html

○

小牧市

建設部 用地課

0568-76-1150

0568-71-1481

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shisei/shisei/machidukuri/3/15419.html

○

稲沢市

建設部 用地管理課

0587-32-1374

0587-34-1872

http://www.city.inazawa.aichi.jp/sangyo̲shigoto/kenchiku̲tochi/1001947.html

新城市

企画部 企画政策課

0536-23-7620

0536-23-2002

○

東海市

都市建設部 用地課

052-603-2211

052-601-2707

http://www.city.tokai.aichi.jp/14230.htm

○

大府市

建設部 建設管理課

0562-45-6232

0562-47-3347

https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/toshikei̲kenchiku/douro̲gyosei/1006600.html

知多市

都市整備部 都市計画課

0562-36-2669

0562-32-1010

https://www.city.chita.lg.jp/docs/2013121200240/

知立市

企画部 企画政策課

0566-95-0114

0566-83-1141

https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/14/1445358705000.html

都市整備部 都市計画課

0561-76-8156

0561-52-3339

https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/tosikeikaku/totitorihiki/23jou.html

高浜市

都市政策部 都市計画グループ 0566-52-1111

0566-52-1110

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/tokei/18110.html

岩倉市

総務部 行政課

0587-38-5804

0587-66-6100

https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000250.html

豊明市

行政経営部 企画政策課

0562-92-8318

0562-92-1141

https://www.city.toyoake.lg.jp/2467.htm

日進市

都市整備部 都市計画課

0561-73-4139

0561-73-1821

https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/sangyo/kenchiku/7385.html

田原市

都市建設部 街づくり推進課

0531-23-3535

0531-22-3811

http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1002990/1001501/1001504.html

愛西市

産業建設部 都市計画課

0567-55-7126

0567-26-1011

https://www.city.aisai.lg.jp/contents̲detail.php?co=kak&frmId=9345

○

○

春日井市
○

尾張旭市
○

○

清須市

企画部 企業誘致課

052-400-2911

052-400-2963

北名古屋市

建設部 施設管理課

0568-22-1111

0568-25-5533
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国土利用計画法 土地取引届出窓口一覧
●名古屋市に所在する土地については、名古屋市 住宅都市局 都市整備部 まちづくり企画課 開発調整係（電話052-972-2955）に確認してください。
●下表の「事務処理市町村」欄に「○」がついている市町村は、届出書の宛名を当該市町村長としてください。（権限移譲済み市町村）
●下表の「電子届出」欄に「○」がついている市町村は、「あいち電子申請・届出システム」による電子届出が可能です。詳細は該当市町村にお問合せください。
●Webサイトがある市町村については、各市町村のWebサイトもあわせて御確認ください。
事務処理
市町村

電子届出

市町村名
弥富市

市町村Webサイト

0567-52-3276

みよし市

都市建設部 都市計画課

0561-32-8021

0561-34-4429

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/toshi̲k/kokudohou.html

あま市

企画財政部 企画政策課

052-444-1712

052-444-0982

https://www.city.ama.aichi.jp/shisei/machi/toshi/1002937.html

市長公室 政策秘書課

0561-63-1111

0561-63-2100

https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/seisakuhishoka/5/1/1792.html

東郷町

企画部 企画情報課

0561-56-0716

0561-38-0001

https://www.town.aichi-togo.lg.jp/kikaku/chosei/machi/tochi/tochitorihiki/kokudohou.html

豊山町

総務部 総務課

0568-28-0913

0568-29-1177

0587-95-1614

0587-95-1641

まちづくり部 まちづくり推進
課

https://www.town.oguchi.lg.jp/5854.htm

扶桑町

総務部 政策調整課

0587-93-1111

0587-93-2034

大治町

総務部 企画課

052-444-2711

052-443-4468

蟹江町

政策推進室 政策推進課

0567-95-1111

0567-95-9188

飛島村

開発部 建設課

0567-97-3464

0567-52-2320

0569-48-1111

0569-48-0229

http://www.town.agui.lg.jp/contents̲detail.php?frmId=346

0562-83-9756

https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/shinseisho/notification/1573.html

0569-65-0694

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/tochi/1000954.html
https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2013100806388/

阿久比町
東浦町

○

FAX番号

0567-65-1111

大口町

○

電話番号

建設部 都市整備課

長久手市
○

担当部署名

総務部 政策協働課
企画政策部 企画政策課

0562-83-3111
（内線）290
0569-65-0711

南知多町

企画部 企画課

美浜町

総務部 企画課

0569-82-1111

0569-82-4153

武豊町

建設部 都市計画課

0569-72-1111

0569-73-0001

（内線）332

幸田町

企画部 企画政策課

0564-63-5132

0564-63-5139

設楽町

企画ダム対策課

0536-62-0514

0536-62-1675

東栄町

振興課

0536-76-0502

0536-79-3554

豊根村

地域振興課

0536-85-1312

0536-85-1164

https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/2/kokudo.html

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/2/284.html
http://www.town.toei.aichi.jp/1081.htm
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