
２階

※庁舎のご案内は、こちらが最新です。

Ｐ26

４階

５階 １階

１階 東京北区観光協会

営繕課、設備・保全担当

５階

４階

１階

北区NPO・ボランティアぷらざ

■

生活福祉課、

■

■

リサイクル清掃課、環境課

北部地域保護担当課
（令和3年5月移転予定）

11階

10階

１階
■

情報政策課

王子区民事務所

２階

地下
１階

巡視室（時間外の戸籍届出等）、
食堂

４階

３階

３階

２階

戸籍住民課、会計課２階

１階

３階
２階

１階

３階
２階

７階

議場

４階

６階

令和３年３月１０日現在

【主な交通機関】
●ＪＲ王子駅北口（親水公園口）
　徒歩５分
●地下鉄南北線王子駅３、５番出口
　徒歩５分
●都電荒川線王子駅前
　徒歩６分
●国際興業バス赤５０、王２２、王２３
　北区役所停留所下車
●北区コミュニティバス
　北区役所停留所下車

■ ■ ■
監査事務局

３階

◆北区役所周辺案内

北区役所庁舎ご案内 令和3年3月10日現在

住宅課、区営住宅受付担当、まち
づくり推進課、防災まちづくり事
業担当、十条まちづくり担当課、
連続立体交差事業担当、王子まち
づくり担当課、建築課

生活福祉課（生活支援係・医療介
護係）、北区就労支援コーナー、
戸籍住民課（マイナンバーカード
交付担当）
契約管財課、健康福祉課、障害福
祉課（公害保健係）

教育総合相談センター（教育相談
担当）、選挙管理委員会事務局

広報課、シティプロモーション
推進担当課、区民相談室、総務
課、新庁舎担当、職員課、企画
課、財政課、経営改革・公共施
設再配置推進担当課、道路公園
課、都市計画課、施設管理課、
土木政策課
保育課、子ども未来課（子育て給
付係、そらまめ相談室）、税務課、
防災・危機管理課、地域防災担当課、
生活安全担当課、収納推進課、国
保年金課
障害福祉課、区政資料室、健康推
進課（健康係、健康づくり推進
係）、地域医療連携推進担当課、
高齢福祉課、介護保険課、長寿支
援課

職員課（給与福利係）、議場傍聴
席

区議会事務局、委員会室、議員控
室

T I C 王子ビル（王子1-12-4）

第五庁舎（王子本町1-16-8）

第三庁舎（王子本町1-4-14）

第二庁舎（王子本町1-2-11）第一庁舎（王子本町1-15-22）

北とぴあ（王子1-11-1）

滝野川分庁舎（滝野川2-52-10）

教育政策課、学校改築施設管理課、
生涯学習・学校地域連携課、教育
指導課、学校適正配置担当課、教
育総合相談センター（就学相談担
当・事務担当）

子ども未来課（次世代育成係）、子ど
も環境応援担当課、子どもわくわ
く課、学校支援課、適応指導教室

産業振興課、消費生活センター、
東京広域勤労者サービスセンター
北区営業所

地域振興課、都市交流推進担当、
区民施設担当、文化施策担当課、
北区文化振興財団、スポーツ推進
課、東京オリンピック・パラリン
ピック担当課
多様性社会推進課、スペースゆう
（北区男女共同参画活動拠点施
設）

北区くらしのガイド（令和２・３年度版）変更一覧表

 

 

赤レンガ
酒造工場

王子神社

卍

卍

滝野川病院

紅葉橋南

滝野川住宅

至
明
治
通
り

王子本町

明治
通り

北口北口

別館

滝野川分庁舎
（旧滝野川中学校）

醸造試験場跡地公園

第五庁舎

N

３階

北部地域保護担当課
（令和３年５月第五庁舎へ移転予定）

202*288クリーム中厚33.000枚



P62 インクカートリッジ（プリンター用）

P64 …

…

休止

回収場所：区役所第二庁舎3階→区役所第一庁舎
１階正面玄関 変更

P78

P81 …

…

廃止

P82

P97
問合せ先変更

…問合せ先：児童発達支援センター
　TEL 3913-8841 王子6-7-3

Ｐ120・121

※健康福祉部北部地域保護担当課は、
　令和3年5月に第五庁舎へ移転予定　

※リサイクル清掃課のみFAX番号が変更になっています。電話番号は変更ありません。
※変更があった組織のみ掲載しています。

高齢者総合相談窓口　→追加
（介護保険の申請や高齢者福祉サービスの申請受付）
高齢福祉課高齢相談係
TEL 3908-9083　FAX 3908-1229

王子高齢者あんしんセンター（高齢福祉課高齢相談係）
TEL 3908-9083　FAX 3908-1229
→削除

生活環境部

健康福祉部

集合住宅 省エネコンサルタント派遣

高齢者の総合相談〈高齢者あんしんセンター〉

寝具乾燥が困難な方に〈寝具乾燥〉

発達に関する相談と療育を行います

子どもの発達相談

令和3年4月1日から変更される事業（予定）

令和3年4月1日から変更される区の主な施設と組織

営繕課（王子1-12-4 TIC王子ビル3階）  

　工務係  

　営繕主査（技術管理・保全推進担当）  

　営繕主査（区民・福祉施設担当）  

　営繕主査（教育施設担当）  

　営繕主査（電気設備担当）  

　営繕主査（機械設備担当）  

  

リサイクル清掃課（王子1-12-4 TIC王子ビル2階）  

　リサイクル清掃主査  

環境課（王子1-12-4 TIC王子ビル2階）  

　環境政策係  

　地域美化担当  

　環境規制調査係  

　自然環境みどり係  

  

健康福祉課（第二庁舎3階）  

　健康福祉係  

　事業調整係  

生活福祉課（第三庁舎）  

　保護第八係  

TEL 3908-8058

TEL 3908-8061

TEL 3908-8074

TEL 3908-8123

TEL 3908-8124

TEL 3908-8135

 

FAX 3927-6550

TEL 3908-8538

 

TEL 3908-8603

TEL 3908-8610

TEL 3908-8611

TEL 3908-8618

 

 

TEL 3908-9015

TEL 3908-9049

 

TEL 3908-1156

　保護第九係   

　保護第十係   

　保護第十一係   

　保護第十二係   

　保護第十三係   

障害福祉課   

　障害福祉係（第一庁舎1階4番）   

　公害保健係（第二庁舎3階）   

　王子障害相談係（第一庁舎1階1～3番）   

　赤羽障害相談係（赤羽会館6階）   

   

建築課（第一庁舎7階7～11番）   

　建築指導係（審査）   

　建築指導係（事務）   

　構造・耐震化促進係   

　細街路整備係   

　設備審査担当   

　監察担当   

   

子ども家庭支援センター（王子6-7-3）   

　支援センター

　児童発達支援センター   

TEL 3908-1147

TEL 3908-1153

TEL 3908-9272

TEL 3908-1148

TEL 3908-1149

 

TEL 3908-9085

TEL 3908-9019

TEL 3908-9081

TEL 3903-4161

 

 

TEL 3908-9166

TEL 3908-9164

TEL 3908-1240・9176

TEL 3908-9194

TEL 3908-9184

TEL 3908-9196

 

 

TEL 3914-9565

TEL 3913-8841

総務部

まちづくり部

子ども未来部

北部地域保護担当課（第五庁舎）


