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総務…………………2011
地域創生・防災……2020
会計スタッフ…………2031
ＦＡＸ…………………2009
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富士・東部林務環境事務所
所長……………………6000
次長……………………6001
次長……………………6002
森林保全幹……………6004
環境保全幹……………6003
工事施工管理幹………6005
普及指導スタッフ……6080
環境課
課長…………………6003
担当…………………6011
6016
森づくり推進課
課長…………………6004
林業自然保護………6021
6022
森林育成……………6026
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課長…………………6030
管理…………………6031
6032
経営…………………6041
6042
治山林道課
課長…………………6050
北部治山……………6070
林道…………………6051
施設管理……………6061
障害防止……………6076
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富士・東部農務事務所
所長……………………5000
次長……………………5001
次長……………………5002
農村整備振興幹………5003
工事施工管理幹………5030
普及指導スタッフ……5004
地域農政課
課長…………………5010
担当…………………5006
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富士・東部保健福祉事務所
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副所長…………………3001
次長……………………3002
次長……………………3003
総務スタッフ…………3072
福祉課
課長…………………3002
福祉…………………3075
生活保護……………3080
長寿介護課
課長…………………3060
担当…………………3061
地域保健課
課長…………………3050
担当…………………3051
健康支援課
課長…………………3020
担当…………………3021
衛生課
課長…………………3010
担当…………………3011
ＦＡＸ…………………3009
富士・東部建設事務所
吉田支所
支所長…………………7000
次長……………………7001
次長……………………7002
工事施工管理幹………7003
技術審査………………7006
用地課
課長…………………7001
担当…………………7010
道路課
課長…………………7020
東部道路……………7021
西部道路……………7026
道路維持……………7031
河川砂防管理課
課長…………………7040
河川砂防……………7041
管理…………………7046
富士北麓景観対策課
担当…………………7004
ＦＡＸ…………………7069

旧北都留
合同庁舎
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富士・東部建設事務所
所長……………………7000
次長……………………7001
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工事施工管理幹………7003
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総務……………………7005
用地課
課長…………………7010
用地…………………7011
道路課
課長…………………7020
北部道路……………7021
南部道路……………7031
道路維持……………7026
河川砂防管理課
課長…………………7040
北部河川砂防………7041
南部河川砂防………7046
管理…………………7051
都市計画・建築課
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その他
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富士山科学研究所……… 451
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新環状・西関東道路建設事務
所………………………… 450
ＦＡＸ………………… 450
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琴川ダム………………… 405
ＦＡＸ………………… 405
塩川ダム………………… 418
ＦＡＸ………………… 418
深城ダム………………… 419
ＦＡＸ………………… 419
雁坂トンネル…………308-20
発電総合制御所………… 329
早川水系発電管理事務所
……… 327-512
笛吹川水系発電管理事務所
…………… 309
防災航空隊……………… 416
417
ＦＡＸ………………… 416

山梨県
東京事務所
048-300-9
電話………………………3458
ＦＡＸ……………………3499

市町村
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甲府市役所………………
ＦＡＸ…………………
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201
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山
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山梨市役所………………
ＦＡＸ…………………
大月市役所………………
ＦＡＸ…………………
韮崎市役所………………
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南アルプス市役所………
ＦＡＸ…………………
北杜市役所………………
ＦＡＸ…………………
甲斐市役所………………
ＦＡＸ…………………
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ＦＡＸ…………………
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