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神奈川県庁
014-400

危機管理対策課
情報通信Ｇ………………9302
9303

森林再生課
調整Ｇ……………………9242

消防課

政策局

推進Ｇ……………………9305

広報企画・報道Ｇ………9216

危機管理センター

総務室

指令情報室………………9313
9314
9315
9316
統制室 …………………9880
ＦＡＸ(指令情報室)……9290

自治振興部
市町村課

衛星可搬局

総務局

電話・FAX共用……9-014-499
＊可搬局からは
………014-(局番号)-****

総務Ｇ……………………9200

ら

い

局

組織人材部

道路管理課

水産指導Ｇ………………9243

調査Ｇ……………………9344
維持防災Ｇ………………9345

健康医療局

総務室

医療課

河川課長…………………9351
水防室……………………9352
9353
ＦＡＸ（水防室）………9294

地域包括Ｇ………………9232

障害福祉課

国
観

際

文
光

化
局

庁舎管理課

教育局

総務室
総務Ｇ ……………… 9275

指導部

砂防海岸課長……………9354
砂防Ｇ……………………9355

高校教育課

下水道課

国際課

建築住宅部

未病対策Ｇ………………9231

建築安全課

薬務課

建築安全Ｇ………………9253

営繕計画課
施設電気Ｇ………………9376

献血・薬物対策Ｇ………9233

産業労働局

会計局

総務室

会計課

調整Ｇ……………………9255

スポーツ局

総務Ｇ……………………9245

総務室
総務Ｇ……………………9240

企画調整Ｇ………………9300

総務Ｇ……………………9370

中小企業部
商業流通課

企業局

流通企画Ｇ………………9246

環境農政局

総務室

県土整備局

災害対策課
計画Ｇ……………………9304
応急対策Ｇ………………9301
ＦＡＸ（災害対策課）…9293

総務Ｇ……………………9270

砂防海岸課

維持管理Ｇ………………9251

生活衛生部

防災部

総務課

調整Ｇ……………………9276

財産経営部

総務室

議会局

健康危機管理課

健康増進課

施設指導Ｇ………………9222

く ら し 安 全
防
災
局

電気技術Ｇ………………9261
経営計画Ｇ………………9312

河川下水道部
河川課

県立病院課

福祉部

運営支援Ｇ………………9203

庁舎管理課長……………9375
有線通信Ｇ………………9377
新庁舎保安員室…………9372

道路整備課

保健医療部

総務Ｇ……………………9215

財政部
税制企画課

財産経営課

利水課長…………………9310
利水調整Ｇ………………9263
ダム管理Ｇ………………9311

総務Ｇ……………………9230

調整Ｇ……………………9234

調整Ｇ……………………9204

利水課

健康危機管理Ｇ…………9235

人材課
管理・給与Ｇ……………9202

水産課

総務室

福 祉 子 ど も
み

ブランド推進Ｇ…………9241

利水電気部

発電課
道路部

道路整備課長……………9346

調整Ｇ……………………9211

総務室

用地課

農政部
農政課

火薬電気Ｇ………………9225

秘書Ｇ……………………9201

総務Ｇ……………………9210

事業管理部

企画指導Ｇ………………9343

工業保安課
知事室

9250

緑政部

総務室
総務Ｇ……………………9240

総務福利Ｇ………………9260

水道部
総務室
局長応接…………………9340
総務Ｇ……………………9341
9342
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計画課
計画課長…………………9262
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県出先機関

ＦＡＸ（有線電話室）
……………9200

9209
ＦＡＸ（管理企画課）
………9200

014
東部漁港事務所
工務課長………………9202
漁港課長………………9203

神奈川県
東京事務所

健康医療局

048-300-9

014-427

調査課……………………2458
ＦＡＸ（調査課）………2459

衛生研究所
管理課…………………9201
防災備蓄資機材倉庫…9209
ＦＡＸ（防災備蓄資機材倉
庫）……………………9200

く ら し 安 全
防

災

局
健康医療局

014-425

014-430
温泉地学研究所
観測室…………………9209
執務室…………………9201
研究課長室……………9202
事務室…………………9203
ＦＡＸ（観測室）……9200

く ら し 安 全
防

災

局

平塚保健福祉事務所
管理課長………………9201
管理課…………………9209
ＦＡＸ（管理課）……9200

健康医療局
014-434

総合防災センター
所長……………………9232
事務室…………………9272
大会議室………………9211
（中央基地対策会議室）
ＦＡＸ（事務室）……9270
ＦＡＸ（大会議室）…9230
（中央基地対策会議室）

神奈川県民
センター
014-423

消費生活課企画Ｇ………9204
かながわ県民活動サポートセ
ンター
所長……………………9203
副所長…………………9202
運営サービス課………9201
運営サービス課………9209
管理事務所……………9205
ＦＡＸ（西側廊下）…9200

環境農政局
014-426

水産技術センター
有線電話室・漁業無線局
……………9201
9209

健康医療局
014-432

平塚保健福祉事務所
茅ヶ崎支所
生活福祉課……………9201
事務室…………………9209
ＦＡＸ（事務室）……9200

健康医療局
014-431

鎌倉保健福祉事務所
管理課…………………9201
9209
ＦＡＸ（管理課）……9200

014-401

横須賀三浦地域県政総合セン
ター
総務部
総務課…………………9202
県民・防災課…………9276
企画調整部………………9216
環境部
環境課…………………9210
みどり課………………9206
農政部
地域農政推進課………9212
農地課…………………9214
総務部
ＦＡＸ（県民・防災課）
……………9291
横須賀県税事務所
管理課…………………9270
教育局
湘南三浦教育事務所
横須賀駐在事務所……9277

厚木合同庁舎
014-402

県央地域県政総合センター
総務部
総務課長………………9202
県民・防災課長………9203
県民・防災課…………9206
企画調整部
企画調整部長…………9276
環境部
環境調整課長…………9210
農政部
農政部長………………9218
総務部
ＦＡＸ（県民・防災課）
……………9291
厚木県税事務所
管理課…………………9270
厚木保健福祉事務所
管理課長………………9212
保健福祉課……………9272
ＦＡＸ（事務室）……9292
企業局
厚木水道営業所
工務課…………………9278
ＦＡＸ（工務課）……9293

健康医療局
014-435

健康医療局
014-433

鎌倉保健福祉事務所
三崎センター
管理企画課……………9201

014-403

厚木保健福祉事務所
大和センター
管理企画課長…………9209
管理企画課……………9201
ＦＡＸ（管理企画課）
………9200
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企業局
酒匂川水系ダム管理事務所
足柄発電管理所………9280
教育局
県西教育事務所
足利上指導課…………9200

横須賀合同庁舎

014-407
平塚保健福祉事務所
秦野センター
管理企画課……………9201
事務室…………………9209
ＦＡＸ（事務室）……9200

平塚合同庁舎

湘南地域県政総合センター
副所長…………………9201
総務部
総務課…………………9202
県民・防災課長………9276
県民・防災課…………9212
ＦＡＸ（県民防災課）
…………9291
環境部
環境保全課……………9214
農政部
地域農政推進課………9222
農地課…………………9215
森林課…………………9216
平塚県税事務所
管理課…………………9270
平塚土木事務所
管理課長………………9232
工務部
道路維持課……………9236
9237
河川砂防第一課………9239
河川砂防第二課………9240
ＦＡＸ（水防室）……9281

小田原合同庁舎
014-405

県西地域県政総合センター
総務部
総務課長………………9202
防災課長………………9210
県民課長………………9206
ＦＡＸ（防災課）……9291
企画調整部
企画調整課長…………9203
商工観光課長…………9215
環境部
環境保全課長…………9221
農政部
農政部長………………9212
地域農政推進課長……9285
小田原県税事務所
管理課…………………9270

企業局
平塚水道営業所
ＦＡＸ（工務部給水課）
………………9293

健康医療局
小田原保健福祉事務所
管理課…………………9272
ＦＡＸ（企画調整課）
…………9292

教育局
中教育事務所
職員課…………………9278

教育局
県西教育事務所
職員課長………………9278

足柄上合同庁舎

津久井合同庁舎

014-404

014-406

県西地域県政総合センター
総務部
足柄上県民・防災課長
……9212
ＦＡＸ（県民・防災課）
……9292
森林部
森林保全課……………9275
水源の森林推進課……9274

厚木土木事務所
津久井治水センター
所長……………………9230
管理課…………………9232
工務課長………………9239
工務課 ………………9238
ＦＡＸ（管理課）……9281

環境農政局
農業技術センター足柄地区
事務所…………………9278
健康医療局
小田原保健福祉事務所
足柄上センター
管理企画課……………9214
保健福祉課……………9272
ＦＡＸ（管理企画課）9291
県西土木事務所
所長……………………9202
管理課…………………9284
許認可指導課…………9210
道路維持課……………9283
河川砂防第一課………9282
水防室…………………9281
入札室…………………9285
ＦＡＸ（水防室）……9293

県央地域県政総合センター
津久井分室
地域農政推進第二課…9202
9274
水源の森林推進課……9216
水源の森林整備課……9272
ＦＡＸ（宿直室）……9291
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横須賀
土木事務所

厚木南合同庁舎

住宅営繕事務所

企業局

企業局

014-414

014-416

014-450

014-458

厚木土木事務所
所長……………………9230
管理課…………………9232
工務部
道路維持課安全施設班
……………9236
道路維持課維持防災班
……………9238
河川砂防課……………9239
ＦＡＸ（端末機室）…9281

管理課……………………9259

相模原水道営業所
管理課…………………9201
工務部工務課…………9202
宿直室…………………9203
ＦＡＸ（管理課）……9200

海老名水道営業所
所長……………………9201
給水課…………………9202
9203
工務・配水課…………9204
宿直室…………………9205
事務室…………………9209
ＦＡＸ（事務室）……9200

014-410
所長………………………9230
管理課……………………9232
工務部
道路維持課……………9236
道路都市課……………9238
河川砂防課……………9239
ＦＡＸ（災害対策室）…9281

藤沢合同庁舎
014-411

横浜西合同庁舎
014-416

藤沢土木事務所
所長……………………9230
管理課…………………9232
道路都市部
道路維持課長…………9236
なぎさ河川砂防部
河川砂防第一課長……9239
ＦＡＸ（水防室）……9281
藤沢県税事務所
管理課…………………9270

藤沢土木事務所
汐見台庁舎
014-445

なぎさ港湾課……………9201
水防室……………………9209
ＦＡＸ（水防室）………9200

県西土木事務所
小田原土木ｾﾝﾀｰ
014-412

所長………………………9230
災害対策室………………9232
道路維持課長……………9236
道路都市課長……………9238
河川砂防第一課長………9239
水防室（水門遠隔操作室）
……………9240
ＦＡＸ（災害対策室）…9281

厚木土木事務所
東部センター
014-413

横浜川崎治水事務所
所長……………………9258
副所長…………………9256
管理課長………………9257
工務部
工務部長………………9250
河川第一課長…………9255
河川第二課長…………9253
急傾斜地第一課長……9252
急傾斜地第二課長……9254
ＦＡＸ（水防室）……9281

横浜川崎治水
事務所川崎治水
センター

企業局
014-420

企業局
寒川浄水場
災害対策室……………9209
ＦＡＸ（管理課）……9220
ＦＡＸ（災害対策室）
……………9200
相模川水系ダム管理事務所
寒川取水管理所
所長……………………9203

014-446

所長………………………9204
維持計画課………………9202
ＦＡＸ（維持計画課）…9220

流域下水道整備
事務所酒匂
出張所

014-421

014-452

事務室……………………9202
9209
下水道公社………………9211
宿直室……………………9212
中央監視室………………9207
ＦＡＸ（事務室）………9200

大和水道営業所
管理・料金課長………9201
事務室…………………9209
ＦＡＸ（事務室）……9200

企業局
014-460

城山ダム管理事務所
情報管理室……………9209
ＦＡＸ（情報管理室）
……………9200

企業局

鎌倉水道営業所
所長……………………9201
管理課長………………9202
管理課…………………9209
工務部長………………9204
工務部工務課長………9203
ＦＡＸ（管理課）……9200

014-421
企業局

ＦＡＸ（情報管理室）
……………9200

県土整備局
014-422

企業局
014-422

酒匂川水系ダム管理事務所
管理課…………………9203
システム管理室………9201
9202
9209
ＦＡＸ（システム管理室）
……………9200
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相模原南水道営業所
管理・料金課…………9202
工務・配水課…………9201
ＦＡＸ（所長室）……9200

企業局
014-461

014-411

藤沢水道営業所
管理課…………………9319
事務室…………………9306
ＦＡＸ（管理課）……9300

企業局
014-455

三保ダム管理事務所
システム管理室………9201
9202
9209
事務室…………………9203
ＦＡＸ（システム管理室）
……………9200

014-448
管理課……………………9232
道路維持課長……………9236
河川砂防課長……………9239
水防室……………………9245
ＦＡＸ（水防室）………9281

014-459
津久井水道営業所
管理・料金課…………9201
工務課…………………9202
宿直室…………………9203
ＯＡ室…………………9209
ＦＡＸ(ＯＡ室)………9200

企業局

相模川水系ダム管理事務所
情報管理室……………9209

流域下水道整備
事務所

企業局

県土整備局

014-417

所長………………………9252
管理課……………………9255
工務課長…………………9257
水防室……………………9250
ＦＡＸ（水防室）………9281

014-451

茅ヶ崎水道営業所
所長……………………9201
工務部・配水課………9209
会議室…………………9202
宿直室…………………9203
ＦＡＸ（工務部・配水課）
………………9200

平塚水道営業所
箱根水道センター
応接室…………………9201
工務グループ長………9203
工務給水維持班………9202
工務施設管理班長……9204
工務施設管理班………9205
管理・料金グループ長
………9209
管理・料金班…………9206
宿直室…………………9207
ＦＡＸ（集中監視室）
……………9200
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市町村

教育委員会事務局
庶務課………………21-50101
22-847

消防局
ＦＡＸ（指令課）………9230
ＦＡＸ（情報調整室）…9200

014

川崎市
014-300

総務企画局
庶務課………………21-21301
危機管理室
室長…………………21-22500
22-851
企画調整担当課長…21-22501
22-850
初動対策担当課長…21-22504
22-859
地域防災力強化担当…22-852
震災対策担当…………22-853
訓練担当………………22-855
情報担当………………22-856
初動対策担当…………22-858
ＦＡＸ（危機管理室）
…………22-42
多摩防災センター…21-66153
23-871
財政局
庶務課………………21-24101
市民文化局
庶務課………………21-26101
22-831
経済労働局
庶務課………………21-28101
22-835
環境局
庶務課………………21-29101
22-837
健康福祉局
庶務課………………21-32101
22-841
こども未来局
庶務課………………21-43101
まちづくり局
庶務課………………21-35101
22-848
建設緑政局
庶務課………………21-38201
22-861
河川課……………… 22-863
道路整備課…………21-39301
港湾局
庶務課………………21-41101
22-871
会計室
審査課………………21-49101
22-610
上下水道局
庶務課………………21-45101
下水道設備担当部保全担当
…………………22-875
交通局
庶務課………………21-47101
22-827
病院局
庶務課………………21-70210
22-844

川崎区役所
総務課………………21-61110
31-81
ＦＡＸ………………… 31-4
幸区役所
総務課………………21-62110
32-81
ＦＡＸ………………… 32-4
中原区役所
総務課………………21-63110
33-81
ＦＡＸ………………… 33-4
高津区役所
総務課………………21-64110
34-81
ＦＡＸ………………… 34-4
宮前区役所
総務課………………21-65110
35-81
ＦＡＸ………………… 35-4
多摩区役所
総務課………………21-66110
36-881
ＦＡＸ………………… 36-4
麻生区役所
総務課………………21-67110
37-81
ＦＡＸ………………… 37-4

014-551

消防本部
情報指令課………………9201
環境部
環境政策課………………9202
総務部
行政総務課………………9204
企画政策部
企画政策課………………9203
秘書広報課………………9205
健康・こども部
保育課……………………9206
土木部
道路管理課………………9207
防災危機管理部
災害対策課………………9209
防災危機管理部
ＦＡＸ（災害対策課）……9200

014-550

014-552

市長室
危機管理課………………9201

消防本部
指令情報課………………9201
指令管制室………………9209
ＦＡＸ（指令管制室）…9200

都市部
開発指導課………………9204
建築指導課………………9205
土木部
道路維持課………………9206
河川課……………………9207
交通計画課………………9208

防災安全部
総合防災課………………9300
災害対策本部室…………9301
全員協議会室……………9302
健康福祉部
福祉総務課………………9303

藤沢市
014-553

消防局
警防課……………………9211
指令課（通信指令室）
……………9212
教育委員会教育総務部
学校管理課………………9213
当直室……………………9214
情報調整室………………9209

教育部
教育総務課………………9201

秘書室……………………9306

庁舎警備員室……………9212

消防本部
警防計画課………………9203
情報司令課………………9209

防災無線室………………9205

防災部
防災対策課………………9307
総務部
管財課……………………9308

消防本部
通信指令室………………9306
ＦＡＸ（通信指令室）…9300

相模原市
014-557

経済部
農政課……………………9310
建設部
建設政策課………………9311
下水道部
下水道整備課……………9312
放送室……………………9314
消防本部
ＦＡＸ（情報司令課）…9200
ＦＡＸ（放送室）………9300

茅ヶ崎市
014-555

福祉部
福祉政策課………………9203
市民安全部
防災対策課………………9209
下水道河川部
下水道河川管理課………9205
統括調整部１……………9206
統括調整部２……………9207
消防本部
指令情報課………………9204

市民安全部
ＦＡＸ（防災対策課）…9200
消防本部
ＦＡＸ（指令情報課）…9220

危機管理局
緊急対策課……………9205
9209
危機管理課……………9206
消防局
警防課
訓練・装備班…………9201
予防課…………………9202
講堂……………………9203
災害対策室……………9204
指令センター3F和室…9207
通信指令室……………9211
情報処理室２…………9212
情報処理室１…………9213
ＦＡＸ（通信指令室）
………9200

三浦市
014-558

総務部
人事課……………………9203
防災課……………………9306
会議室……………………9202
9209
市民部
市民サービス課…………9204
宿直室……………………9205
無線局舎事務室…………9206
ＦＡＸ会議室
……………9200
ＦＡＸ（防災課）………9300

秦野市
逗子市

014-559

014-556

上下水道局
技術部
経営計画課………………9210

014-554

消防本部
ＦＡＸ（情報指令課）…9220

鎌倉市

経済部
経済企画課………………9203

議会事務局………………9202

平塚市

横須賀市

福祉部
福祉総務課………………9202

小田原市

防災安全部
防災政策課………………9202
災害対策本部室…………9201

防災センター
通信指令室………………9209
ＦＡＸ（通信指令室）…9200
ＦＡＸ（防災政策課）…9220

経営企画部
企画課秘書室……………9203
防災安全課………………9209
総務部
総務課……………………9204
市民協働部
経済観光課………………9207
福祉部
障がい福祉課……………9211

市民安全部
ＦＡＸ（危機管理課）…9240

環境都市部
都市整備課………………9206
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政策部
企画課……………………9201
市長公室
秘書課……………………9202
防災課……………………9209
財務部
契約課……………………9203
福祉部
地域福祉課………………9204
建設部
国県事業推進課…………9206

神
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都市部
開発建築指導課…………9211
9212

保健福祉部
生活福祉課………………9206
健康づくり課……………9207

環境産業部
森林づくり課……………9213

宿直室（夜間対応型）…9211

宿直室……………………9205

教育委員会
教育総務課………………9201

南足柄市
014-565

総務防災部
総務課……………………9202
防災安全課………………9209

消防署
情報指令係………………9306

ＦＡＸ（市長公室防災課）
………9200
消防本部
ＦＡＸ（情報指令課）…9300

消防本部
消防総務課（作戦室）…9307
企画部
ＦＡＸ（危機管理課）……9200

都市部
上下水道課………………9204
上下水道課下水道班……9205
都市計画課………………9206

厚木市

消防署
ＦＡＸ（情報指令係）…9300

環境経済部
環境課……………………9207

企画部……………………9203

市長室
危機管理課………………9201
9209
当直室……………………9202
消防本部
指令課……………………9306
危機管理部
ＦＡＸ（危機管理課）…9200
消防本部
ＦＡＸ（通信指令室）…9300

大和市
014-561

014-563

経済環境部
商工課……………………9201

市長室
危機管理課………………9202
本庁舎3階フロア ………9209
本庁舎 1階無線室………9203
本庁舎地下1階守衛室 …9204
消防本部
指令課……………………9306
市長室
ＦＡＸ（危機管理課）…9200
消防本部
ＦＡＸ（指令課）………9300

伊勢原市
014-562

消防本部
消防総務課………………9204
消防災害対策室…………9203
ＦＡＸ（消防災害対策室）
………………9220

座間市

大井町
014-572

教育委員会………………9201
教育次長…………………9203

総務防災部
ＦＡＸ（防災安全課）…9200

綾瀬市
014-566

消防署
情報管理室………………9306
消防本部
予防課……………………9307
ＦＡＸ（災害対策本部室）
………9200
消防本部
ＦＡＸ（情報管理室）…9300

町長室……………………9201
防災安全室………………9202
（無線室）……9209
都市整備課………………9203
宿直室……………………9204
災害対策本部室…………9206
ＦＡＸ（防災安全室）…9200

松田町
014-573

市長室
危機管理課長……………9201
危機管理課………………9209
市役所無線室……………9202
9203
消防本部
消防総務課長……………9205
消防総務課警防担当……9207

大磯町
014-569

副町長室…………………9201

町長室……………………9201
総務課安全防災担当室
………………9202
9209
町民課……………………9203
子育て健康課……………9204
まちづくり課……………9212
教育委員会 教育課 ……9211
警備員室…………………9205
防災会議室………………9206
災害対策本部室…………9207
ＦＡＸ
（総務課安全防災担当室）
……………9200

市長室
危機管理課………………9201

市長室
ＦＡＸ（危機管理課）…9200

教育部
教育総務課………………9204

消防署
ＦＡＸ（情報指令室）…9220

二宮町

山北町

都市部
道路課……………………9205

014-570
葉山町

014-574

014-564

消防本部講堂……………9211
消防団本部室……………9206
消防署
情報指令室………………9204

防災指令室………………9209
9212
消防署
通信指令室………………9306

消防署
ＦＡＸ（通信指令室）…9300

014-567
町長室……………………9201
副町長室…………………9202
政策財政部
財政課……………………9306
都市経済部
産業振興課………………9307
道路河川課………………9308
福祉部
福祉課……………………9309

経済環境部
農業振興課………………9203

消防長室…………………9202

土木部
土木総務課………………9205

災害対策本部室/防災無線室
………………9203
宿直室……………………9205
ＦＡＸ（地域防災課）…9200

本庁舎2階 ………………9202

都市建設部長……………9201

総務部
文書法制課………………9202

都市部
都市政策課………………9204

地域防災課………………9204
9209
まち整備課………………9202

危機管理課………………9202
建設課……………………9203
宿直室……………………9205
３階Ｂ会議室……………9204
9209
消防本部
通信指令室………………9306
ＦＡＸ（通信指令室）…9300

消防本部
消防総務課………………9307
ＦＡＸ（防災指令室）…9200
企画部
危機管理課………………9209

014-568

福祉健康部………………9211

まちづくり部
市街地整備課……………9202

ＦＡＸ（危機管理課）…9200
災害対策本部室…………9201

寒川町

宿直室……………………9212

市長室
危機管理課………………9209

014-571

町長室……………………9201
消防本部
ＦＡＸ（通信指令室）…9200

災害対策本部室…………9209

海老名市

中井町

政策財政部
ＦＡＸ（財政課）………9300

消防本部
情報指令課………………9306

014-560

消防本部第３会議室
…………9203
防災行政無線室…………9209
9205

消防本部
消防総務課長……………9201
予防課長…………………9204
消防署長…………………9206
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政策総務部
総務課……………………9203
防災安全課危機管理班…9209
消防本部
通信指令室………………9306
事務室……………………9307
ＦＡＸ（通信指令室）…9300

町長室……………………9201
総務防災課………………9209
防災対策室………………9202
警備員室…………………9203
ＦＡＸ（総務防災課）…9200

神
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開成町

湯河原町

消防機関

014-575

014-578

014

町長室……………………9201

横浜市消防局

行政推進部
総務課……………………9202
企画政策課………………9203

地域政策課………………9201
9209
住民課……………………9202
土木課……………………9203
宿直室……………………9204

まちづくり部
街づくり推進課…………9204

消防本部
事務室……………………9306

町民サービス部
自治活動応援課…………9205
環境防災課………………9206
9209
保健福祉部
保険健康課………………9212

ＦＡＸ（地域政策課）…9200

教育委員会事務局
教育総務課………………9211

消防本部
ＦＡＸ（廊下）…………9300

愛川町
014-579

宿直室……………………9207
町民サービス部
ＦＡＸ（環境防災課）…9200

危機管理室………………9202
危機管理班………………9203

箱根町

総務部
総務課……………………9206
税務課……………………9211

014-576

民生部
福祉支援課………………9207
町長室……………………9201
副町長室…………………9202

環境経済部
農政課……………………9204

総務部
総務防災課………………9209

建設部
道路課……………………9205

環境整備部
都市整備課………………9203
上下水道温泉課…………9205

消防本部
災害対策本部室…………9201
通信指令室………………9209

宿直室……………………9204

消防本部
ＦＡＸ（通信指令室）…9200

消防署通信指令室………9301
消防本部事務室…………9302
ＦＡＸ（総務防災課）…9200
ＦＡＸ（消防署通信指令室）
……………9300

真鶴町
014-577

町長室……………………9201
総務課……………………9209
まちづくり課……………9202
町民生活課………………9203
正副議長室………………9204
宿直室……………………9205
ＦＡＸ（総務課）………9200

清川村
014-580

総務課……………………9201
政策審議室………………9202
宿直室……………………9203
まちづくり課……………9204
保健福祉課………………9205
無線室……………………9209
ＦＡＸ（無線室）………9200

014-700

局長……………………10-500
副局長（総務部長）……10-501
総務部
企画課
課長…………………10-531
企画担当……………10-533
情報担当……………10-543
総務課
課長…………………10-511
庶務係………………10-513
経理係………………10-523
消防団係……………10-514
ＦＡＸ(総務課)……10-517
人事課
課長…………………10-551
人事係………………10-554
労務厚生係…………10-563
施設課
課長…………………10-571
施設係………………10-573
車両係………………10-583
消防団課長……………10-521
消防団係………………10-514
ＦＡＸ(施設課)……10-510
予防部
部長…………………10-600
予防課
課長…………………10-601
予防係………………10-603
調査係………………10-616
保安課
課長…………………10-621
危険物保安係………10-624
火薬類保安係………10-472
指導課
課長…………………10-641
査察企画係…………10-643
査察係………………10-653
消防設備係…………10-633
ＦＡＸ(予防部)……10-610
警防部
部長…………………10-700
警防課
課長…………………10-701
警防係………………10-703
計画係………………10-713
対策係………………10-764
訓練救助係…………10-706
ＦＡＸ（警防部）……10-710
特別高度救助隊……10-593
ＦＡＸ(特別高度救助隊)
…………10-594
司令課
課長…………………10-721
システム管理係……10-723
ＦＡＸ（システム管理係）
…………10-720
担当課長……………10-738
10-761
10-741
司令第一、第二、第三係
…………10-733
ＦＡＸ（指令室）…10-740
救急担当部長…………10-770
救急課
課長…………………10-771
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救急企画係…………10-773
救急指導係…………10-783
ＦＡＸ（救急指導係）
………………10-785
消防訓練センター
所長…………………11-600
管理・研究課
課長…………………11-601
管理係………………11-603
研究開発係…………11-633
教育課
課長…………………11-611
教育係………………11-613
ＦＡＸ………………11-640
救命士養成所………10-400
ヘリポート……………12-408
ＦＡＸ………………12-409
市民防災センター……13-404
ＦＡＸ………………13-405

横浜市消防局
車載局：014-930
可搬局：014-933

横浜市消防局車載１局
電話………………………10
横浜市消防局車載２局
電話/ＦＡＸ ……………20

川崎市消防局
014-300

局長…………………21-48000
総務部
部長………………21-48100
庶務課
課長………………21-48101
庶務係……………21-48111
経理係……………21-48121
消防団係…………21-48131
施設装備課
課長………………21-48171
施設係……………21-48141
装備係……………21-48181
庶務課
ＦＡＸ……………21-48199
人事課
課長………………21-48201
人事係……………21-48211
職員厚生係………21-48221
警防部
部長………………21-48400
警防課
課長………………21-48401
30-81
警防係……………21-48411
消防係……………21-48421
救助係……………21-48431
計画係……………21-48441
ＦＡＸ……………21-48499
救急課
課長………………21-48501
救急管理係………21-48511
救急指導係………21-48521
指令課
課長………………21-48601
30-85
情報係……………21-48671
指令第１係………21-48611
指令第２係………21-48621
指令センター……21-48633
ＦＡＸ……………… 30-4
航空隊
隊長………………21-48700
航空係・整備係…21-48701
予防部
部長………………21-48800
予防課
課長………………21-48801
30-83
予防係……………21-48811
設備係……………21-48831
調査係……………21-48821
ＦＡＸ……………21-48899
危険物課
課長………………21-48901
規制係……………21-48911
検査係……………21-48921
査察課
課長………………21-48301
査察計画係………21-48311
査察係……………21-48321
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防災関係機関
014

神奈川県立
足柄上病院
014-436

事務局総務課……………9201
9209
ＦＡＸ（総務課）………9200

神奈川県立こど
も医療センター

横須賀オフサイ
トセンター

陸上自衛隊
第１師団

014-480

014-485

合同協議会室……………9201
9202
9203
情報連絡室………………9204
9205
9209
ＦＡＸ（情報連絡室）…9200

常設作戦室………………9209
第３部……………………9201
ＦＡＸ（第３部防衛班）
……………9200

第三管区
海上保安本部

神奈川県立
循環器呼吸器病
センター

014-486

014-481

014-437

事務局総務課……………9201
9209
ＦＡＸ（事務局）………9200

陸上自衛隊
第３１普通科
連隊

運用司令センター
（汎用会議室）…………9209
9201
ＦＡＸ（運用司令センター）
……………9200

第２科……………………9209
第３科……………………9201
部隊当直司令室…………9202
ＦＡＸ（第２科）………9200
ＦＡＸ（部隊当直司令室）
……………9220

第三管区横須賀
海上保安部

陸上自衛隊
第４施設群

014-482

014-488

通信指令室………………9209
警備救難課………………9201
管理課……………………9202
ＦＡＸ（通信指令室）…9200

第３科……………………9209
9201
ＦＡＸ（部隊当直司令室）
……………9200
ＦＡＸ（第３科）………9200

014-440

事務局総務課……………9201
9209
防災センター……………9202
看護科長当直室…………9203
医局談話室………………9204
ＦＡＸ（総務課）………9200

相模川流域下水
道右岸処理場

第三管区
横浜海上保安部
014-483

海上自衛隊
第４航空群
014-490

(四之宮管理センター)

014-447

災害対策室………………9201
中央監視室………………9209
ＦＡＸ（中央監視室）…9200

相模川流域下水
道左岸処理場
(柳島管理センター)

警備救難課………………9201
運用司令室………………9209
ＦＡＸ（運用司令室）…9200

司令部作戦室……………9209
9201
ＦＡＸ（司令部作戦室）9200

横浜地方気象台
014-484

現業室……………………9201
9209
ＦＡＸ（現業室）………9200

014-446

中央監視室………………9201
ＦＡＸ（中央監視室）…9200
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