
番号 事  務  名 根拠法令等 フロー図 審査基準 処理機関 電話番号

フロー図
①

フロー図
②

フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5552

フロー図 審査基準 離島港湾部管理課 03-5320-5653

港湾経営部経営課 03-5320-5552

東京港管理事務所 03-5463-0217

4 港湾隣接地域内の工事等の許可 港湾法第 37 条第 1 項 フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5551

5 東京港港湾協力団体の指定事務 港湾法第 41 条の2 フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5556

6 海岸保全区域の占用許可 海岸法第 7 条第 1 項 フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5551

7 海岸保全区域における行為の許可 海岸法第 8 条第 1 項 フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5551

8 海岸管理者以外の者の施行する工事の承認 海岸法第 13 条第 1 項 フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5551

港湾経営部経営課 03-5320-5552

東京港管理事務所 03-5463-0217

港湾経営部経営課 03-5320-5552

東京港管理事務所 03-5463-0217

11 許可事項及び承認事項の変更 東京都海岸法施行細則第 6 条 フロー図 審査基準 港湾経営部経営課 03-5320-5551

港湾経営部経営課 03-5320-5552

東京港管理事務所 03-5463-0217

13 東京都臨海副都心まちづくり推進事業（補助制度） 東京都臨海副都心まちづくり推進事業補助要綱 フロー図 審査基準 臨海開発部誘致促進課 03-5320-5598

14 東京都臨海副都心まちづくり推進事業（補助制度 選定委員会有） 東京都臨海副都心まちづくり推進事業補助要綱 フロー図 審査基準 臨海開発部誘致促進課 03-5320-5598

15 臨港道路の占用許可 東京都港湾管理条例第 10 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0224

16 設備の設置許可 東京都港湾管理条例第 7 条第 1 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0224

17 臨港道路の自費工事の承認 東京都港湾管理条例第 11 条第 3 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0224
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審査基準水域占用許可（継続）

港湾区域内の工事等の許可（新規） 審査基準

審査基準許可事項の変更

審査基準占用料等の分納

しゅん功認可

フロー図

フロー図

フロー図

フロー図

港湾法第 37 条第 1 項

公有水面埋立法第 22 条第 1 項

東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等
の規制に関する規則第 4 条

東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例第 2 条

港湾法第 37 条第 1 項第 1 号

03-5320-5524総務部総務課東京港視察船「新東京丸」利用の受付1

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow1-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow1-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow1-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow1-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow2-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun2-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow2-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun2-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow4.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun4.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow5.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun5.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow6.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun6.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow7.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun7.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow8.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun8.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow11.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun11.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow13.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun13.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow14.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun14.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow15.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun15.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow16.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun16.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow17.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun17.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun12.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun9.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun10.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow9.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow10.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow12.pdf


番号 事  務  名 根拠法令等 フロー図 審査基準 処理機関 電話番号

18 入港料の減免 東京都入港料条例第 5 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0221

審査基準
①

審査基準
②

20 使用料の減免（東京ヘリポート） 東京都営空港条例第 13 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-3522-2681

21 制限区域内立入等許可（東京ヘリポート） 東京都営空港条例第 10 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-3522-2681

22 制限区域内車両運転等許可（東京ヘリポート） 東京都営空港条例第 9 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-3522-2681

23 使用届出（変更届出を含む。）（東京へリポート） 東京都営空港条例第 4 条第 1 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-3522-2681

24 港湾施設一般使用許可 東京都港湾管理条例第 6 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0220

25 港湾施設定期使用許可 東京都港湾管理条例第 6 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0220

26 都以外の者の海上公園施設の設置等の許可 東京都海上公園条例第 10 条第 2 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

27 有料公園等の利用の承認（海上公園係船施設・海上バス券売所） 東京都海上公園条例第 13 条第 1 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

28 海上公園の占用許可（物件等を設ける場合） 東京都海上公園条例第 19 条第 1 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

29 海上公園の占用許可事項の変更の許可 東京都海上公園条例第 19 条第 2 項 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

30 海上公園の占用許可（物件等を設けない場合） 東京都海上公園条例第 21 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

31 使用料等の減免 東京都海上公園条例第 27 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

32 行為の制限の解除 東京都海上公園条例第 17 条 フロー図 審査基準 東京港管理事務所 03-5463-0231

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
③

審査基準
①

審査基準
②

19 03-3522-2681東京港管理事務所フロー図東京都営空港条例第 11 条の2第1 項、第11条の 3土地、建物又は設備の使用許可（東京へリポート）

33 フロー図東京都営空港条例第 5 条第 1 項制限重量超過許可(新規出願) 0422-34-4840調布飛行場管理事務所

34

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 4 条第 1 項使用届出35

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 11 条の 2第1項土地、建物又は設備の使用許可（工作物の設置を伴う新規出願）

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow18.pdf
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/business/nyuukouryoumanual201803.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun19-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun19-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun19-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun19-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow20.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun20.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow21.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun21.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow22.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun22.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow23.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun23.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow24.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun24.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow25.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun25.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow26.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun26.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow27.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun27.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow28.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun28.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow29.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun29.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow30.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun30.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow31.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun31.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow32.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun32.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun33-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun33-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun33-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun33-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun34-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun34-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun34-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun34-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun34-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun34-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun35-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun35-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun35-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun35-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow19.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow33.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow35.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/flow34.pdf


番号 事  務  名 根拠法令等 フロー図 審査基準 処理機関 電話番号

審査基準
③

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
③

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
③

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
①

審査基準
②

審査基準
③

審査基準
①

審査基準
②

43
港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可（大島、三宅及び八
丈支庁における工作物の設置を伴う新規出願）

港湾法第 37 条第 1 項 フロー図 審査基準 離島港湾部管理課 03-5320-5653

44
海岸保全区域の占用許可（大島、三宅及び八丈支庁における施設又
は工作物の設置を伴う新規出願）

海岸法第 7 条 フロー図 審査基準 離島港湾部管理課 03-5320-5653

45
漁港区域内の水域又は公共空地における行為の許可（大島、三宅及
び八丈支庁における新規出願）

漁港漁場整備法第 39 条第 1 項 フロー図 審査基準 離島港湾部管理課 03-5320-5653

46
占用の許可等（大島、三宅及び八丈支庁における工作物の設置を伴
う新規出願）

東京都漁港管理条例第 9 条第 1 項 フロー図 審査基準 離島港湾部管理課 03-5320-5653

47
港湾施設使用許可（大島、三宅及び八丈支庁における工作物の設置
を伴う新規出願）

東京都港湾管理条例第 6 条 フロー図 審査基準 離島港湾部管理課 03-5320-5653

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 4 条第 1 項使用届出35

36

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 9 条制限区域内車両運転等許可37

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 4 条第 2 項運用時間外使用許可

土地建物又は設備の使用許可

38

39

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 10 条第 1 項第 2 号制限区域内立入等許可

0422-34-4840

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 11 条の 2第1項

40 調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 11 条の 2第1項
土地建物又は設備の使用許可（日額により使用料を算定する駐車
場）

41

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 13 条使用料の減免42

0422-34-4840調布飛行場管理事務所フロー図東京都営空港条例第 11 条の 3施設の設置等許可

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun35-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun35-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun36-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun36-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun36-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun36-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun36-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun36-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun37-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun37-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun37-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun37-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun38-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun38-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun38-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun38-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun39-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun39-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun39-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun39-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun39-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun39-3.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun40-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun40-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun40-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun40-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun41-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun41-1.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun41-2.pdf
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kijun41-2.pdf
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