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障害防止……………6076
ＦＡＸ…………………6049
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
5011
5016
農業農村支援課
課長…………………5015
担い手育成…………5021
生産振興……………5023
農業基盤課
課長…………………5030
指導財産……………5031
農業基盤第一………5036
農業基盤第二………5042
ＦＡＸ…………………5059
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富士・東部教育事務所
所長……………………8000
副所長…………………8001
次長……………………8002
総務……………………8005
地域教育支援…………8010
学校教育………………8025
ＦＡＸ…………………8009

富士吉田
合同庁舎
019-430
富士・東部保健福祉事務所
所長……………………3000
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…………………7051
富士北麓景観対策課
担当…………………7004
ＦＡＸ…………………7069

旧北都留
合同庁舎
019-440
富士・東部建設事務所
所長……………………7000
次長……………………7001
次長……………………7002
工事施工管理幹………7003
技術審査幹……………7004
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
課長…………………7060
都市計画……………7066
建築住宅……………7061
ＦＡＸ…………………7069

その他
019
富士山科学研究所……… 451
ＦＡＸ………………… 451
新環状・西関東道路建設事務
所………………………… 450
ＦＡＸ………………… 450
大門ダム………………… 410
ＦＡＸ………………… 410
荒川ダム………………… 214
ＦＡＸ………………… 214
広瀬ダム………………… 306
ＦＡＸ………………… 306
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
019
甲府市役所………………
ＦＡＸ…………………
富士吉田市役所…………
ＦＡＸ…………………
都留市役所………………
ＦＡＸ…………………
山梨市役所………………
ＦＡＸ…………………
大月市役所………………
ＦＡＸ…………………
韮崎市役所………………
ＦＡＸ…………………
南アルプス市役所………
ＦＡＸ…………………
北杜市役所………………
ＦＡＸ…………………
甲斐市役所………………
ＦＡＸ…………………
笛吹市役所………………

201
201
202
202
204
204
205
205
206
206
207
207
390
390
403
403
381
381
321

山

梨 県（０１９）

ＦＡＸ…………………
上野原市役所……………
ＦＡＸ…………………
甲州市役所………………
ＦＡＸ…………………
中央市役所………………
ＦＡＸ…………………
市川三郷町役場…………
ＦＡＸ…………………
早川町役場………………
ＦＡＸ…………………
身延町役場………………
ＦＡＸ…………………
南部町役場………………
ＦＡＸ…………………
富士川町役場……………
ＦＡＸ…………………
昭和町役場………………
ＦＡＸ…………………
道志村役場………………
ＦＡＸ…………………
西桂町役場………………
ＦＡＸ…………………
忍野村役場………………
ＦＡＸ…………………
山中湖村役場……………
ＦＡＸ…………………
鳴沢村役場………………
ＦＡＸ…………………
富士河口湖町役場………
ＦＡＸ…………………
小菅村役場………………
ＦＡＸ…………………
丹波山村役場……………
ＦＡＸ…………………

321
441
441
203
203
385
385
343
343
364
364
363
363
367
367
361
361
384
384
422
422
423
423
424
424
425
425
429
429
426
426
442
442
443
443

防災関係機関
019
中央病院…………………
ＦＡＸ…………………
中北保健福祉事務所……
ＦＡＸ…………………
防災安全センター………
ＦＡＸ…………………
自衛隊北富士駐屯地……
ＦＡＸ…………………

210
210
209
209
393
393
435
435

消防機関
019
峡南消防…………………
ＦＡＸ…………………
峡北消防…………………
ＦＡＸ…………………
甲府地区消防……………
ＦＡＸ…………………
南アルプス市消防………
ＦＡＸ…………………
笛吹市消防………………
ＦＡＸ…………………
東山梨消防………………
ＦＡＸ…………………
富士五湖消防……………
ＦＡＸ…………………
都留市消防………………
ＦＡＸ…………………
大月市消防………………
ＦＡＸ…………………
上野原市消防……………
ＦＡＸ…………………

346
346
415
415
213
213
394
394
330
330
307
307
433
433
434
434
444
444
445
445
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