
    

平成 31 年３月 29 日 

都 市 整 備 局 

 

平成 31 年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業の 

事業者を決定しました 
 
 

東京都では、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の

取組と、空き家所有者等からの相談に無料で応じるワンストップ相談業務を

一体的に実施する事業者を募集し、10 事業者から応募がありました。 

本事業においては、事業提案書に基づき、事業企画の創意工夫、実現性、

実施体制といった観点から審査を行い、以下の５者を事業者として決定しま

した。本事業は本年４月から開始しますので、お知らせします。  
  

記 
 

１ 事業者（五十音順）  

  ・特定非営利活動法人空家・空地管理センター 

・東京急行電鉄株式会社  

・東京都行政書士会 

・ネクスト・アイズ株式会社  

・ミサワホーム株式会社  

 

２ 事業者が行う事業内容  

（１）普及啓発事業  

・空き家所有者等に空き家の問題について理解を深めてもらうため、

知識・情報提供を行う事業を実施 

 取組例：セミナー、フォーラムの開催等  

・必要に応じ、法務や不動産等の専門家や区市町村と連携  

・セミナー等参加者への相談窓口利用の働き掛け  

（２）相談事業 

・空き家の利活用等についての無料のワンストップ相談窓口の設置 

・相談者へ相続や売却、賃貸、管理の情報提供及び収支の試算   

（子育て支援施設や地域の集会所等の公的な利活用に関する情報を含む） 

・専門家や協力事業者との連携・協力  

・解決策提案後の相談者に対するフォローアップ  

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へつづく）  

【問い合わせ先】 

都市整備局 住宅政策推進部 住宅施策専門課長 渡辺 美緒 

 電話 03-5320-5028 内線 30-335 

 本件は、「 2020 年に向けた実行プラン」に係る事業です。  

    「セーフ  シティ 政策の柱６  まちの元気創出」  

「2020 年に向けた実行プラン」事業  

 



３ 事業開始予定 

・平成 31 年４月 1 日（月曜日）より空き家のワンストップ相談窓口を  

開設予定 

・セミナー等のイベントは、開催日時・場所等が決定次第、住宅政策本

部ホームページに掲載予定  

    

 

４ 相談窓口の代表連絡先（五十音順）  

■ 特定非営利活動法人空家・空地管理センター  

ホームページ：http://www.akiya-akichi.or.jp/ 

電話番号：0120-336-366（窓口共通）  

電話受付時間：9 時～17 時 

（年中無休（ゴールデンウィーク及び年末年始除く））  

メールアドレス：contact@akiya-akichi.or.jp 

 

＜窓口の所在地等の一覧＞ 

・[東京]空き家相談センター  

住所：〒160-0023 

東京都新宿区西新宿 3-9-6 OYA ビル６階  

受付時間：9 時～17 時 

(土曜・日曜定休(ゴールデンウィーク及び年末年始休業)) 

 

・所沢本部 

住所：〒359-1144 

埼玉県所沢市西所沢 2 丁目 1-12 第 2 北斗ビル  

受付時間：9 時～17 時 

(火曜・水曜定休(ゴールデンウィーク及び年末年始休業)) 

 

■ 東京急行電鉄株式会社  

ホームページ：http://www.tokyu.co.jp 

電話番号：03-3477-9524 

電話受付時間：９時 30 分～18 時 30 分（土曜・日曜・祝日定休）  

 

＜窓口の所在地等の一覧＞  

東急電鉄 住まいと暮らしのコンシェルジュ  

・目黒店 

住所：〒141-0021 

東京都品川区上大崎 3-1-1 JR 東急目黒ビル B2F  

受付時間：10 時～19 時（年中無休（年末年始を除く））  

 

 

 



・二子玉川ライズ S.C.店 

住所：〒158-0094 

東京都世田谷区玉川 2-22-12 二子玉川ライズ 

S.C.ステーションマーケット 1F  

受付時間：10 時～19 時（火曜定休（年末年始休業））  

 

・鷺沼駅前店 

住所：〒216-0004 

神奈川県川崎市宮前区鷺沼 3-1-2  

受付時間：10 時～19 時（年中無休（年末年始を除く））  

 

・たまプラーザ店 

住所：〒225-0002 

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 2-17-5 

ROOF125 1F 

受付時間：10 時～19 時（年中無休（年末年始を除く））  

 

・武蔵小杉東急スクエア店  

住所：〒211-0063 

神奈川県川崎市中原区小杉町 3-472 

武蔵小杉東急スクエア 1F  

受付時間：10 時～19 時（年中無休（年末年始を除く））  

 

■ 東京都行政書士会 

ホームページ：http://www.tokyo-gyosei.or.jp/ 

電話番号：03-3477-2881 

電話受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00 

（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く）  

メールアドレス：jimukyoku@tokyo-gyosei.com 

 

＜窓口の所在地等の一覧＞  

東京都行政書士会市民相談センター（電話相談）  

電話番号：03-5489-2411 

電話受付時間：12:30〜16:30 

（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く）   

住所：〒153-0042 

    東京都目黒区青葉台 3-1-6 行政書士会館 

 

東京都行政書士会３３支部窓口（電話相談）  

ホームページ： 

http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/localpoint.html 

 

（裏面へつづく）  

http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/localpoint.html


   空家対策特別委員会委員事務所（電話相談） 

 荒川事務所 

電話番号：０３－３８００－２６２７  

住所：〒１１６－００１２  

東京都荒川区東尾久６－１３－１１ 戸田法務行政事務所内  

受付時間:10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス:toda225@forest.ocn.ne.jp 

 

 千代田事務所 

電話番号:０３－３２６２－９０１０  

住所 ：〒１０２－００７５  

東京都千代田区三番町２０－２－５０３  

みなも行政書士事務所内  

受付時間:10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス:info@minamojimusyo.com 

 

 北事務所 

電話番号：０３－３８２８－０３０９  

住所：〒１１４－００１４  

東京都北区田端５－１５－３ 小島行政書士事務所内  

受付時間: 8：00～15：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: okujousaien@yahoo.co.jp 

 

 豊島事務所 

電話番号：０８００－８０５－０６４４（通話料無料）  

住所：〒１７１－００２２  

東京都豊島区南池袋２－４９－７  池袋パークビル１階  

ＥＶＥ法務行政書士事務所内  

 

受付時間: 9：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: info@eve-law.com 

 

 新宿事務所 

電話番号：０３－３３６３－８０５２  

住所：〒１６０－００２３  

東京都新宿区西新宿 7－1－7 ダイカンプラザＡ館 421 号 

佐々木由美子行政書士事務所内  

受付時間: 9：30～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: sasaki@fudousan8010.co.jp 

 

 練馬事務所 

電話番号：０３－６９０９－３２０５  

mailto:info@eve-law.com
mailto:sasaki@fudousan8010.co.jp


住所：〒１７９－００８５  

東京都練馬区早宮４－１４－１０ 石井行政書士事務所内  

 

受付時間: 10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く  

メールアドレス: ishii-gyosei@nifty.com 

 

 西東京田無事務所 

電話番号：０４２－４６１－２６２９  

住所：〒１８８－００１１  

東京都西東京市田無町 5-4-8 和光ビル４０４ 

受付時間: 10：00～16：30（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: tazaki-jimusyo@jcom.home.ne.jp 

 

 三鷹事務所 

電話番号：０４２２－３０－５８９９  

住所：〒１８８－００１６  

東京都三鷹市深大寺２－２３－３０  

タナカ法務行政書士事務所内  

受付時間: 10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: tanaka@t-gyoseioffice.com 

 

 調布事務所 

電話番号：０４２－４４２－６０８３  

住所：〒１８２－００３４  

東京都調布市下石原１－３３－９  

谷治行政書士事務所内  

受付時間: 10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: yaji-office@mist.dti.ne.jp 

 

 福生事務所 

電話番号：０４２－５３０－６６２１  

住所：〒１９７－０００４  

東京都福生市南田園１－３－２２  

佐藤亜矢子行政書士事務所内  

受付時間: 10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: ayarika@spice.ocn.ne.jp 

 

 江戸川事務所 

電話番号：０３－５６７８－７３３１  

住所：〒１３２－００２１  

東京都江戸川区中央１－１６－５  

江戸川司法書士合同事務所ビル２階  

（裏面へつづく）  

mailto:ishii-gyosei@nifty.com
mailto:ayarika@spice.ocn.ne.jp


中里・小林行政書士事務所内  

受付時間: 10:00～16:00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: soudan@enokoba.com 

 

 渋谷事務所 

電話番号：０３－５４５８－６６８６  

住所：〒１５０－００４３  

東京都渋谷区道玄坂２－１８－１１   

サンモール道玄坂５０５ 石田行政書士事務所内 

受付時間: 10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: rbk@nifty.com 

 

 赤羽事務所 

電話番号：０３－３９０２－９４８０  

住所：〒１１５－００４５  

東京都北区赤羽２－６４－１０  

あなたのまちの行政書士事務所内  

受付時間: 9：00～17：00 

（年中無休土曜・日曜・祝祭日は携帯電話０９０－８１０５－７０

５６） 

メールアドレス: onbugomin@gmail.com 

 

 世田谷事務所 

電話番号：０３－５４２６－１３１５  

住所：〒１５６－００５２  

東京都世田谷区経堂２－５－１  いさ和ビル３０１ 

行政書士北條健事務所内  

受付時間: 10:00～16:00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: info@office-hojo.com 

 

 西東京保谷事務所 

電話番号：０４２－４４９－７４７９  

住所： 〒２０２－００１３  

東京都西東京市中町５－１２－２９  

山室行政書士事務所内  

受付時間: 10：00～16：00（土曜・日曜・祝祭日・年末年始等除く） 

メールアドレス: Office-yamamuro@ab.auone-net.jp 

 

■ ネクスト・アイズ株式会社  

ホームページ：https://www.nexteyes.co.jp/ 

電話番号：0120-406-212 

メールアドレス：info@nexteyes.co.jp 

mailto:onbugomin@gmail.com


電話受付時間：9：00～18：00（水曜定休） 

 

＜窓口の所在地等の一覧＞  

・本社相談窓口（港区麻布十番）  

電話受付時間：9：00～18：00（水曜定休） 

住所：〒106-0045  

東京都港区麻布十番 1 丁目 3-1 アポリアビル５F 

メールアドレス：info@nexteyes.co.jp 

 

・東京駅前サテライトオフィス  

住所：〒104-0031 

 東京都中央区京橋 1-3-2 モリイチビル 3Ｆ 

（受付 4F）OFFICE HIRANO 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休） 

 

・大手町サテライトオフィス  

住所：〒100-0004 

 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 27F 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

 

・四谷サテライトオフィス  

住所：〒160-0004 

 東京都新宿区四谷 1-18 高山ビル３F 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

 

・吉祥寺サテライトオフィス  

住所：〒180-0004 

 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-26-4 堀内ビル 2F  

i-office 吉祥寺 

 電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休） 

 

・調布サテライトオフィス  

住所：〒182-0022 

 東京都調布市国領町 2-5-15 コクティ 2F 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

 

・さいたまサテライトオフィス  

住所：〒338-0001  

埼玉県さいたま市中央区上落合 2-3-2 ＭＩＯ新都心 

 電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

 

 
（裏面へつづく）  



・横浜戸塚サテライトオフィス  

住所：〒244-0817  

神奈川県横浜市戸塚区吉田町 81 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

 

・千葉サテライトオフィス  

住所：〒273-0046  

千葉県船橋市上山町 1 丁目 236-1-538 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

 

・東京メトロポリタン税理士法人  

住所：〒163-1304 

東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー4F 

電話受付時間：10：00～17：00（土曜・日曜・祝日定休）  

メールアドレス：info@tmcg.co.jp 

 

・東京グリーン法律事務所  

住所：〒105-0001  

東京都港区虎ノ門 1-12-9 スズエ・アンド・スズエビル 5 階 

電話受付時間：9：30～17：30（土曜・日曜・祝日定休）  

メールアドレス：office@greenlaw.ne.jp 

 

・司法書士法人もみき法務事務所  

住所：〒169-0075  

東京都新宿区高田馬場三丁目 1 番 5－106 号 

電話受付時間：9：00～19：00（土曜・日曜・祝日定休）  

メールアドレス：info@office-momiki.com 

 

■ ミサワホーム株式会社  

ホームページ：http://www.misawa.co.jp/soudan/akiya 

電話番号：0120-727-330（窓口共通）  

電話受付時間：24 時間 365 日 （年中無休）  

メールアドレス：akiyasoudan@home.misawa.co.jp  

 

＜窓口の所在地等の一覧＞ 

住まいるりんぐ Desk 

・東京窓口 

住所：〒104-0031 

東京都中央区京橋 1-1-1 八重洲ダイビル B2 階  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休）  

 

 

mailto:info@tmcg.co.jp
mailto:office@greenlaw.ne.jp
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・北千住窓口 

住所：〒120-0034 

東京都足立区千住 1-4-1 東京芸術センタ－9 階  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休） 

 

・城南窓口 

住所：〒140-0013 

東京都品川区南大井 6-25-3 いちご大森ビル 6 階  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休）  

 

・杉並窓口 

住所：〒168-0072 

東京都杉並区高井戸東 2-4-5  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休） 

 

・世田谷窓口 

住所：〒156-0055 

東京都世田谷区船橋 1-37-4  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休）  

 

・武蔵野窓口 

住所：〒180-0004 

東京都武蔵野市吉祥寺本町 3-23-1  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休） 

 

・多摩窓口 

住所：〒190-0023 

東京都立川市柴崎町 6-17-16  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休）  

 

・町田窓口 

住所：〒194-0013 

東京都町田市原町田 5-8-18  

受付時間：10 時～18 時 （火曜・水曜定休）  

   

 

 

（裏面へつづく）  



■事業イメージ図 

 


