
【新型コロナウイルス感染症対策】沿道飲食店等の路上利用に伴う緊急措置

〇　道路占用許可　手続きフローチャート（個別店舗ごとの申請はできません）

〇　食品営業にあたっては、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・確認届出が必要
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道路管理者（国、都又は区市町村の道路管理部門） ※道路使用にあたっては、別途、警察からの道路使用許可が必要
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相談

各営業主体（店舗等）

区市町村道における当該措置の実施状況は、各区市町村

の道路管理者までお問い合わせください



【連絡先一覧】　１　区部

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区 03-5845-8076

台東区 03-5845-8076

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区 03-5845-8076

荒川区 03-5845-8076

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

※　国道の道路占用窓口については、連絡先４をご参照ください。なお、場所により、都が管理していることがあります（指定区間外国道）

※　臨港道路等、港湾局管理道路の占用窓口については、東京港管理事務所港湾道路管理課(03-5463-0224)となります。

国道

商工観光課 03-5211-4185 ※

①　商業振興部門
②　道路管理者 ③　保健所

※食品の提供がある場合

第一建設事務所 03-3542-1474 環境まちづくり総務課 占用係 03-5211-4235 千代田保健所 連絡先５参照

都道 区道

03-3546-5416 中央区保健所 連絡先５参照

産業振興課 03-3578-2556 ※ 第一建設事務所 03-3542-1474 土木管理課 監察指導係 03-3578-2350

商工観光課 03-3546-5329 ※ 第一建設事務所 03-3542-1474 道路課 道路占用係

みなと保健所 連絡先５参照

03-3847-9466

産業振興課 03-3344-0701 ※ 第三建設事務所 03-3387-5104 土木管理課 占用係 03-5273-3574 新宿区保健所 03-5273-3827

産業振興課 03-5246-1142 ※ 第六建設事務所 道路管理課 占用担当

経済課 03-5803-1173 ※ 第六建設事務所 管理課 道路占用係 03-5803-1242 文京区文京保健所 03-5803-1228

03-5246-1302

03-5608-6943

経済課 03-3647-9502 ※ 第五建設事務所 03-3692-4364 道路課 道路占用係 03-3647-9689 江東区保健所 03-3647-5812

産業振興課 03-5608-6187 ※ 第五建設事務所 03-3692-4364 土木管理課 占用・監察担当 03-5608-6283

台東区台東保健所

商業・ものづくり課 03-5498-6332 ※ 第二建設事務所 03-3774-8184 土木管理課 占用係 03-5742-6785 品川区保健所

墨田区保健所

03-5742-9139

03-5722-9418 目黒区保健所 連絡先５参照

産業振興課 03-5744-1373 ※ 第二建設事務所 03-3774-8184 道路公園課 道路河川管理担当 03-5744-1307

産業経済・消費生活課 03-5722-9881 ※ 第二建設事務所 03-3774-8184 道路管理課 占用係

大田区保健所 03-5764-0697

商業課　 03-3411-6667 ※ 第二建設事務所 03-3774-8184 土木計画調整課 占用担当 03-5432-2374 世田谷区保健所 連絡先５参照

産業観光課 03-3463-1762 ※ 第二建設事務所 03-3774-8184 管理課 占用係 03-3463-2784 渋谷区保健所 03-3463-2253

03-3228-5526 中野区保健所 03-3382-6664

産業振興センター 03-5347-9138 ※ 第三建設事務所 03-3387-5104 土木管理課 占用係 03-3312-2111 内3402

産業観光課 03-3228-5591 ※ 第三建設事務所 03-3387-5104 道路課 道路占用係

杉並区杉並保健所 連絡先５参照

03-3802-4240

生活産業課 03-5992-7017 ※ 第四建設事務所 03-5978-1710 土木管理課 占用グループ 03-4566-2672 豊島区池袋保健所 03-3987-4177

産業振興課 03-3802-4674 ※ 第六建設事務所 施設管理課 占用係

産業振興課 03-5390-1235 ※ 第六建設事務所 施設管理課 占用係 03-3908-9220 北区保健所 03-3919-0726

03-3802-4872

03-3579-2336

商工観光課 03-5984-2675 ※ 第四建設事務所 03-5978-1710 管理課 道路占用係 03-5984-1956 練馬区保健所 連絡先５参照

産業振興課 03-3579-2171 ※ 第四建設事務所 03-5978-1710 管理課 占用係 03-3579-2505

荒川区保健所

産業振興課 03-3880-5865 ※ 第六建設事務所 03-5485-8076 道路管理課 占用係 03-3880-5907 足立区足立保健所

板橋区保健所

03-3880-5363

江戸川区江戸川保健所 03-3658-3177

03-5654-8379 葛飾区保健所 03-3602-1242

産業振興課 03-5662-0523 ※ 第五建設事務所 03-3692-4364 施設管理課 占用係 03-5662-1880

商工振興課 03-3838-5559 ※ 第五建設事務所 03-3692-4364 道路管理課 占用監察係

区市町村道における当該措置の実施状況は、

各区市町村の道路管理者までお問い合わせください



【連絡先一覧】　２　市部

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

※　国道の道路占用窓口については、連絡先４をご参照ください。なお、場所により、都が管理していることがあります（指定区間外国道）

産業政策課 042-620-7252 ※ 南多摩西部建設事務所 042-643-2612 管理課 道路管理担当

①　商業振興部門
②　道路管理者 ③　保健所

※食品の提供がある場合国道 都道 市道

042-620-7274 八王子市保健所 042-645-5115

多摩立川保健所 042-524-5171

産業振興課 0422-60-1832 ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路課 道路管理係 0422-60-1857
多摩府中保健所

武蔵野三鷹地域センター
0422-54-2209

産業観光課 042-528-4317 ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路課管理係 042-523-2111 内2388

生活経済課 0422-45-1151(内線2542) ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路管理課 管理係 0422-45-1151 内2844
多摩府中保健所

武蔵野三鷹地域センター
0422-54-2209

0428-22-1111 内2577 西多摩保健所 0428-22-6141

産業振興課 042-335-4142 ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路課 維持管理係 042-335-4328

商工観光課
0428-22-1111

(内線2341・2342)
※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 管理課 施設管理係

多摩府中保健所 042-362-2334

産業活性課 042-544-4134 ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 管理課管理係 042-544-5111 多摩立川保健所 042-524-5171

産業振興課 042-481-7185 ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路管理課 維持管理係 042-481-7725 多摩府中保健所 042-362-2334

042-724-1149 町田市保健所 042-722-7254

経済課 042-387-9831 ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路管理課 道路管理係 042-387-9849

産業政策課 042-724-3296 ※ 南多摩東部建設事務所 042-720-8626 道路管理課 許認可係

多摩府中保健所 042-362-2334

産業振興課 042-346-9534 ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路課 路政担当 042-346-9824 多摩小平保健所 042-450-3111

産業振興課 042ｰ514-8437 ※ 南多摩西部建設事務所 042-643-2612 道路課 管理係 042-514-8421 南多摩保健所 042-371-7661

042-393-5111 内2753 多摩小平保健所 042-450-3111

経済課 042-325-0111(内線224) ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路管理課 道路管理係 042-325-0111 内429

産業振興課
042-393-5111

(内線2915・2916)
※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路河川課 管理係

多摩立川保健所 042-524-5171

まちの振興課
042-576-2111

(内線347・348)
※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路交通課 管理係 042-576-2111 内357 多摩立川保健所 042-524-5171

シティセールス推進課 042-551-1699 ※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 道路下水道課 管理グループ 042-551-1969 西多摩保健所 0428-22-6141

03-3430-1310 多摩府中保健所 042-362-2334

産業振興課 042-563-2111（内線1071） ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 土木課 管理係 042-563-2111 内1211

地域活性課 03-3430-1237 ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路交通課 道路管理係

多摩立川保健所 042-524-5171

産業振興課 042-497-2052 ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路交通課 道路施設係 042-497-2095 多摩小平保健所 042-450-3111

産業政策課 042-470-7743 ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 管理課 管理調整担当 042-470-7764 多摩小平保健所 042-450-3111

042-565-1111 内264 多摩立川保健所 042-524-5171

経済観光課 042-338-6830 ※ 南多摩東部建設事務所 042-720-8626 道路交通課 整備保全担当 042-338-6859

産業観光課 042-565-1111（内線227) ※ 北多摩北部建設事務所 042-540-9505 道路下水道課 維持補修係

南多摩保健所 042-371-7661

経済観光課 042-378-2111(内線674) ※ 南多摩東部建設事務所 042-720-8626 管理課 管理係 042-378-2111 内312 南多摩保健所 042-371-7661

産業振興課 042-555-1111(内線656) ※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 土木課 道路管理係 042-555-1111 内292 西多摩保健所 0428-22-6141

多摩小平保健所 042-450-3111

042-558-1111 内2742
西多摩保健所

秋川地域センター
042-596-3113

産業振興課 042-420-2819 ※ 北多摩南部建設事務所 042-330-1827 道路管理課 道路管理係 042-438-4055

商工振興課 042-558-1867 ※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 管理課 管理係

区市町村道における当該措置の実施状況は、

各区市町村の道路管理者までお問い合わせください



【連絡先一覧】　３　町村部

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

※　国道の道路占用窓口については、連絡先４をご参照ください。なお、場所により、都が管理していることがあります（指定区間外国道）

産業課 042-557-7633 ※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 建設課 管理係

①　商業振興部門
②　道路管理者 ③　保健所

※食品の提供がある場合国道 都道 区市町村道

042-557-7641 西多摩保健所 0428-22-6141

西多摩保健所

秋川地域センター
042-596-3113

産業環境課
042-598-1011

(内線128・126)
※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 産業環境課 建設係 042-598-1011 内125

西多摩保健所

秋川地域センター
042-596-3113

産業観光課 042-597-0511(内線242) ※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 建設課 管理係 042-597-0511 内251

観光産業課 0428-83-2295 ※ 西多摩建設事務所 0428-22-7219 環境整備課 管理係 0428-83-2367 西多摩保健所 0428-22-6141

04992-2-1487 島しょ保健所大島出張所 04992-2-1436

産業環境課 04992-9-0011 ※ 大島支庁 土木課 04992-2-4441 産業・環境課 04992-9-0011

産業課 04992-2-1445 ※ 大島支庁 土木課 04992-2-4441 建設課 管理係

島しょ保健所大島出張所 04992-2-1436

産業観光課 04992-5-0284 ※ 大島支庁 土木課 04992-2-4441 建設課 建設係 04992-5-0212
島しょ保健所大島出張所

新島支所
04992-5-1600

産業環境課 04992-8-0011 ※ 大島支庁 土木課 04992-2-4441 建設課 建設係 04992-8-7757
島しょ保健所大島出張所

神津島支所
04992-8-0880

04994-5-0989 島しょ保健所三宅出張所 04994-2-0181

産業課 04994-8-2121 ※ 三宅支庁 土木港湾課 04994-2-1313 産業課 産業建設係 04994-8-2121

観光産業課 04994-5-0920 ※ 三宅支庁 土木港湾課 04994-2-1313 地域整備課 環境整備係

島しょ保健所三宅出張所 04994-2-0181

産業観光課 04996-2-1125 ※ 八丈支庁 土木課 04996-2-1114 建設課 建設係 04996-2-1124 島しょ保健所八丈出張所 04996-2-1291

総務課 04996-9-0111 ※ 八丈支庁 土木課 04996-2-1114 総務課 事業係 04996-9-0111 島しょ保健所八丈出張所 04996-2-1291

04998-2-3115 島しょ保健所小笠原出張所 04998-2-2951産業観光課 04998-2-3114 ※ 小笠原支庁 土木課 04998-2-2123 建設水道課

区市町村道における当該措置の実施状況は、

各区市町村の道路管理者までお問い合わせください



【連絡先一覧】　４　国道の道路占用申請窓口

〇　東京国道事務所管内（区部）

一般国道1号 日本橋～多摩川大橋（手前）

一般国道15号 日本橋2丁目～六郷橋（手前）

一般国道357号 舞浜大橋（手前）～羽田空港

一般国道357号バイパス 品川区八潮3丁目～北品川2丁目交差点 

一般国道4号 日本橋～日本橋室町

一般国道17号 日本橋室町～戸田橋（手前）

一般国道17号バイパス（新大宮バイパス）

一般国道254号 文京区本郷2丁目～東埼橋（手前）

一般国道4号 日本橋室町～毛長堀橋（手前）

一般国道6号 日本橋本町～新葛飾橋（手前）

一般国道14号 東日本橋～一之江橋（手前） 

一般国道20号 桜田門～仙川橋（手前）

一般国道246号 三宅坂交差点～新二子橋（手前）

一般国道246号バイパス 特許庁前交差点～平河橋交差点

〇　相武国道事務所管内（多摩地域）

一般国道16号 町田市鶴間～埼玉県入間市（都・県堺）

一般国道16号バイパス（八王子バイパス） 相模原市緑区橋本７丁目～八王子市左入町

一般国道20号 仙川橋北詰～相模原市緑区（都・県堺）

一般国道20号バイパス（八王子南バイパス） 八王子市館町～同市南浅川町

042-643-2007

路線名 区間 道路占用申請窓口

東京国道事務所

管理第一課
03-3512-9096

練馬区北町3丁目～笹目橋（手前）

路線名 区間 道路占用申請窓口

相武国道事務所

管理第一課



【連絡先一覧】　５　区部保健所の窓口

目黒地区

碑文谷地区

03-5432-2906

03-5432-2907

世田谷区保健所

生活保健課

世田谷・玉川地域

北沢・砧・烏山地域

食品衛生第１係

食品衛生第２係

旭丘・旭町・春日町・北町・向山・小竹町・栄町・桜台・

田柄・高松・土支田・豊玉上・豊玉北・豊玉中・豊玉南・

中村・中村北・中村南・錦・貫井・練馬・羽沢・早宮・氷

川台・光が丘・平和台

食品衛生監視担当係

（練馬地区担当）
03-3992-1183

大泉学園町・大泉町・上石神井・上石神井南町・下石神

井・石神井台・石神井町・関町北・関町東・関町南・高野

台・立野町・西大泉・西大泉町・東大泉・富士見台・南大

泉・南田中・三原台・谷原

練馬区保健所

生活衛生課

石神井分室食品衛生

監視担当係
03-3996-0633

天沼・井草・今川・荻窪・上井草・上荻・上高井戸・久我

山・清水・下井草・松庵・善福寺・高井戸東・高井戸西・

西荻北・西荻南・本天沼・南荻窪・宮前・桃井

食品衛生荻窪班 03-3391-1991

杉並区杉並保健所

阿佐谷北・阿佐谷南・和泉・梅里・永福・大宮・高円寺

北・高円寺南・下高井戸・成田西・成田東・浜田山・方

南・堀ノ内・松ノ木・和田

食品衛生高円寺班 03-3311-0110

地区

芝・高輪・芝浦港南地区（自動販売機・自動車営業除く）

麻布・赤坂地区（自動販売機・自動車営業除く）

窓口区名

食品監視第一係

食品監視第二係

03-6400-0045

03-6400-0046

中央区保健所

生活衛生課

食品衛生第一係

食品衛生第二係

03-3541-5939

03-3546-5399

千代田保健所

生活衛生課

麹町地区

03-5722-9507

03-5722-9509

目黒区保健所

生活衛生課
食品衛生指導係

港区みなと保健所

生活衛生課
食品広域監視係 03-6400-0047港区内自動販売機・自動車営業

神田地区

麹町地域食品衛生係

神田地域食品衛生係

03-5211-8168

03-5211-8169


