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ＦＡＸ……………………5369 

 

担い手・農地対策室 
 
室長………………………5380 

室長補佐…………………5381 

担い手支援………………5383 

農地活用推進……………5387 

           5388 

ＦＡＸ……………………5379 

 

耕地課 
 
課長………………………5400 

総括課長補佐……………5401 

技術指導監………………5403 

換地管理員………………5404 

課長補佐…………………5402 

指導管理…………………5407 

技術管理…………………5405 

水利防災…………………5415 

農地整備…………………5418 

計画調整…………………5420 

           5421 

ＦＡＸ……………………5423 

 

県土整備部 

 

部長………………………7000 

（秘書）…………………7059 

理事………………………7001 

技監………………………7002 

技監………………………7003 

総括技術審査監…………7011 

企画調整主幹……………7052 

部付主幹…………………7053 

部付主幹（土木）………7054 

部付主幹（公共事業評価） 

      ……………7080 

付主幹(農政部)………5054 

政策企画監………………7055 

 

県土整備総務課 
 
課長………………………7050 

総括課長補佐……………7051 

総務経理（総務）………7055 

                      7056 

総務経理（経理）………7061 

           7062 

企画調整…………………7091    

                      7092 

契約………………………7071 

                      7072 

ＦＡＸ……………………7069 

 

景観づくり推進室 
 
室長………………………7120 

室長補佐…………………7121 

担当………………………7122 

           7123 

ＦＡＸ……………………7129 

 

建設業対策室 
 
室長………………………7088 

室長補佐…………………7081 

担当………………………7082 

ＦＡＸ……………………7084 

 

用地課 
 
課長………………………7100 

総括課長補佐……………7101 

指導調整…………………7103 

                      7104 

財産管理…………………7111 

ＦＡＸ……………………7109 

 

技術管理課 
 
課長………………………7150 

技術審査監………………7153 

課長補佐…………………7151 

           7152 

技術評価…………………7162               

                      7163 

技術基準…………………7155 

           7156 

技術情報…………………7159      

ＦＡＸ……………………7169 

 

道路整備課 
 
課長………………………7200 

道路企画監………………7202 

総括課長補佐……………7201 

課長補佐…………………7203 

管理………………………7204 

国道・構造………………7214 

           7215 

地方道……………………7209 

           7210 

企画………………………7220 

ＦＡＸ……………………7219 

 

高速道路推進課 
 
課長………………………7230 

課長補佐…………………7233 

課長補佐…………………7231 

担当………………………7232 

           7234 

ＦＡＸ……………………7219 

 

道路管理課 
 
課長………………………7250 

道路管理監………………7253 

課長補佐…………………7251 

           7252 

道路管理…………………7261 

           7263 

道路安全推進……………7264 

                      7265 

道路防災…………………7252 

                      7270 

道路施設維持……………7267 

                      7268 

ＦＡＸ……………………7259 

 

治水課 
 
課長………………………7300 

総括課長補佐……………7301 

課長補佐…………………7302 

管理………………………7304 

                      7307 

治水………………………7311 

                      7312 

災害・水防………………7357 

                      7359 

ＦＡＸ……………………7309 

 

砂防課 
 
課長………………………7400 

課長補佐…………………7401 

           7402 

管理………………………7405 

砂防………………………7410 

           7411 

傾斜地保全………………7404 

           7413 

ＦＡＸ……………………7409 

 

都市計画課 
 
課長………………………7450 

まちづくり推進企画監…7453 

総括課長補佐……………7451 

課長補佐…………………7452 

甲府市南口周辺計画・開発 

    …………………7460 

                      7461 

計画………………………7456 

                      7457 

都市公園…………………7470 

           7471 

街路・市街地……………7474 

           7475 

ＦＡＸ……………………7459 

 

下水道室 
 
室長………………………7550 

下水道管理監……………7570 

室長補佐…………………7551 

           7552 

計画管理…………………7555     

                      7556 

事業………………………7562 

           7563 

ＦＡＸ……………………7569 

 

建築住宅課 
 
課長………………………7600 

建築物防災対策監………7602 

総括課長補佐……………7601 

課長補佐…………………7603 

企画………………………7612 

           7613 

           7614 

建築防災…………………7662 

建築審査…………………7665 

住宅供給公社派遣………8927 

ＦＡＸ……………………7609 

 

住宅対策室 
 
室長………………………7604 

室長補佐…………………7605 

県営住宅管理……………7616 

住宅対策…………………7606 

           7607 

 

営繕課 
 
課長………………………2300 

技術指導監………………2302 

工事施工管理監…………2304 

総括課長補佐……………2301 

企画………………………2305 

                      2306 

建築第一…………………2310 

建築第二…………………2314 

建築設備第一……………2320 

                      2321 

建築設備第二……………2324 

ＦＡＸ……………………2329 

 

出納局 

 

会計管理者・局長………1110 

出納局次長………………1150 

局付主幹…………………1151 

 

会計課 
 
課長………………………1150 

総括課長補佐……………1151 

総務国費…………………1152 

出納決算…………………1171 

                      1172 

審査給与…………………1175 

                      1176 

           1177 

ＦＡＸ……………………1179 

 

管理課 
 
課長………………………1120 

総括課長補佐……………1121 

管理指導…………………1159 

                      1160 

調度………………………1131 

                      1132 

ＦＡＸ……………………1139 

 

工事検査課 
 
課長………………………1180 

総括工事検査監…………1181 

総括工事検査監…………1182 

工事検査監………………1183 

           1184 

           1185 

           1186 

                      1187 

                      1188 

ＦＡＸ……………………1199 

 

企業局 

 

公営企業管理者…………5900 

（秘書）…………………5905 

 

次長………………………5901 

技監………………………5902 

企画調整主幹……………5911 

地域エネルギー推進監…5951 

 

総務課 
 
課長………………………5910 

工事検査監………………1188 

総括課長補佐……………5912 

総務………………………5915 

                      5916 

財務………………………5921 

                      5922 

経営企画…………………5971 

                      5972 

ＦＡＸ……………………5929 

 

電気課 
 
課長………………………5950 

課長補佐…………………5952 

経営管理…………………5954 

                      5955 

研究開発…………………5957 

                      5958 

技術管理…………………5961 

ＦＡＸ……………………5969 

 

県議会 

 

県議会議長………………8600 

副議長……………………8601 

（秘書）…………………8603 

 

県議会事務局 

 

局長………………………8602 

次長………………………8650 

 

総務課 
 
課長………………………8650 

総括課長補佐……………8651 

総務………………………8652 

秘書………………………8603 

ＦＡＸ……………………8659 

 

議事調査課 
 
課長………………………8660 

政務調査監………………8678 

政務調査監………………8679 

総括課長補佐……………8661 

総務………………………8662 

教育厚生…………………8664 

農政産業観光……………8666 

土木森林環境……………8668 

 

人事委員会  
事務局 

  

局長………………………8700 

次長………………………8701 

統括次長補佐……………8702 

任用審査…………………8703 

           8704 

給与………………………8711 

ＦＡＸ……………………8719 
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監査委員事務局 

 

監査委員…………………8740 

局長………………………8720 

次長………………………8721 

総括次長補佐……………8722 

監査第一…………………8723 

           8724 

監査第二…………………8731 

                      8732 

特別監査…………………8735 

                      8736 

ＦＡＸ……………………8729 

 

労働委員会  
事務局 

 

局長………………………8750 

次長………………………8751 

審査調整指導監…………8752 

次長補佐…………………8752 

総務審査…………………8753 

ＦＡＸ……………………8759 

 

 

教育委員会 

 

教育長……………………8000 

（秘書）…………………8002 

教育次長…………………8001 

教育監……………………8004 

次長………………………8050 

学力向上対策監…………8053 

企画調整主幹……………8052 

局付主幹…………………8320 

政策企画監………………8081 

 

総務課 
 
課長………………………8050 

総括課長補佐……………8051 

総務企画…………………8054 

                      8055 

行政管理…………………8071 

                      8072 

経理………………………8081  

                      8082 

ＦＡＸ……………………8064 

 

福利給与課 
 
課長………………………8100 

総括課長補佐……………8101 

福利給付…………………8102  

給与公災…………………8111 

           8121  

健康管理…………………8106 

                      8107 

ＦＡＸ……………………8109 

 

学校施設課 
 
課長………………………8250 

施設管理監………………8251 

総括課長補佐……………8252 

管理・助成 ……………8253 

8261 

計画整備…………………8264 

ＦＡＸ……………………8159 

 

義務教育課 
 
課長………………………8200 

人事管理監………………8211 

義務教育指導監…………8202 

総括課長補佐……………8201 

免許助成…………………8204 

                      8205 

人事………………………8211 

教育指導…………………8234 

しなやかな心の育成……8203 

ＦＡＸ……………………8232 

 

高校教育課 
 
課長………………………8300 

人事管理監………………8315 

高校教育指導監…………8302 

総括課長補佐……………8301 

管理奨学…………………8332 

人事………………………8315 

指導………………………8336 

ＦＡＸ……………………8319 

 

高校改革・特別支援 

教育課 
 
課長………………………8303 

高校改革…………………8306 

特別支援教育……………8324 

ＦＡＸ……………………8319 

 

社会教育課 
 
課長………………………8350 

総括課長補佐……………8351 

社会教育振興……………8353 

           8355 

成人・家庭教育…………8361 

           8362 

青少年教育………………8366 

           8364 

青少年保護育成…………1602 

           1603 

ＦＡＸ……………………8369 

 

スポーツ健康課 
 
課長………………………8400 

総括課長補佐……………8401 

主幹………………………8402 

スポーツ企画……………8405 

           8406 

生涯スポーツ……………8411 

           8412 

学校体育…………………8421 

           8423 

競技スポーツ……………8431 

           8432 

保健給食…………………8426 

           8427 

ＦＡＸ……………………8419 

 

学術文化財課 
 
課長………………………8500 

総括課長補佐……………8501 

企画………………………8503 

文化財保護………………8502 

           8514 

埋蔵文化財………………8510 

ＦＡＸ……………………8509 

 

県警本部 

 

総務課……………………8803 

会計課……………………8800 

           8801 

警備第二課………………8804 

警察交換台接続…………8805 

情報管理課………………8809 

 

県出先機関 

019 

 

北巨摩合同庁舎 

019-400 

 

中北地域県民センター 

所長……………………2000 

次長……………………2001 

財務審査幹……………2003 

財務審査幹……………2004 

工事検査幹……………2005 

工事検査員……………2037 

総務県民課 

 課長…………………2002 

 総務…………………2011 

 地域創生・防災……2021 

会計スタッフ…………2031 

ＦＡＸ…………………2009 

 

中北保健福祉事務所峡北支所 

支所長…………………3001 

次長……………………3002 

次長……………………3003 

地域保健課 

課長…………………3020 

 担当…………………3021 

健康支援課 

課長…………………3030 

 担当…………………3031 

衛生課 

課長…………………3040 

ＦＡＸ…………………3019 

 

中北林務環境事務所 

所長……………………6000 

次長……………………6001 

次長……………………6002 

森林保全幹……………6003 

環境保全幹……………6004 

工事施工管理幹………6005 

主幹……………………6030  

普及指導スタッフ……6026 

環境課 

課長…………………6006 

 担当…………………6010 

森づくり推進課 

課長…………………6003 

 林業自然保護………6021 

 森林育成……………6023 

 県有林課 

  課長…………………6020 

 管理・森林利用……6031 

          6038 

 経営…………………6036 

治山林道課 

 課長…………………6050 

 治山…………………6041 

 林道…………………6055 

 南アルプス林道……6065 

 施設管理……………6060 

ＦＡＸ…………………6019 

           

中北農務事務所 

所長……………………5000 

次長……………………5001 

次長……………………5002 

担い手対策幹…………5004 

農村整備振興幹………5003 

工事施工管理幹………5006 

普及指導スタッフ……5066 

地域農政課 

課長…………………5010 

農政…………………5011 

          5012 

地域整備……………5015 

農業農村支援課 

課長…………………5020 

担い手育成第一……5025 

担い手育成第二……5062 

  生産振興第一………5021 

  生産振興第二………5067 

農業基盤第一課 

課長…………………5005 

指導財産……………5031 

農業基盤第一………5030 

農業基盤第二………5041 

農業基盤第二課 

課長…………………5040 

農業基盤第三………5045 

農業基盤第四………5054 

ＦＡＸ………………5059 

 

中北建設事務所峡北支所 

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…………………7010 

  道路課 

  課長…………………7020 

  南部道路……………7021 

  北部道路……………7025 

  道路維持……………7031 

  河川砂防管理課 

  課長…………………7040 

  河川砂防……………7041 

  管理…………………7016 

ＦＡＸ…………………7069 

 

中北教育事務所 

 所長……………………8000 

 副所長…………………8001 

 次長……………………8002 

 地域学力向上推進幹…8003 

 総務……………………8005 

 地域教育支援…………8010 

 学校教育………………8025 

 ＦＡＸ…………………8009 

 

東山梨合同庁舎 

019-300 

 

峡東地域県民センター 

所長……………………2000 

次長……………………2001 

財務審査幹……………2003 

財務審査幹……………2004 

工事検査幹……………2030 

工事検査員……………2036 

          2037 

          2038 

総務県民課 

 課長…………………2002 

 総務…………………2011 

 地域創生・防災……2021 

ＦＡＸ…………………2009 

 

峡東保健福祉事務所 

所長……………………3000 

副所長…………………3001 

次長……………………3002 

次長……………………3003 

福祉課 

課長…………………3002 

 担当…………………3041 

長寿介護課 

課長…………………3050 

 担当…………………3051 

衛生課 

課長…………………3010 

 担当…………………3011 

地域保健課 

課長…………………3030 

 担当…………………3031 

健康支援課 

課長…………………3020 

 担当…………………3021 

ＦＡＸ…………………3008 

 

峡東林務環境事務所 

所長……………………6000 

次長……………………6001 

次長……………………6002 

森林保全幹……………6004 

工事施工管理幹………6005  

普及指導スタッフ……6006 

環境課 

課長…………………6003 

 担当…………………6011 

 森づくり推進課 

  課長…………………6004 

  林業自然保護………6021 

 森林育成……………6026 

県有林課 

 課長…………………6030 

 管理…………………6031 

 経営…………………6036 

治山林道課 

 課長…………………6040 

 林道…………………6041 

 治山…………………6046 

 施設管理……………6051 

ＦＡＸ…………………6019 

 

峡東農務事務所 

所長……………………5000 

次長……………………5001 

次長……………………5002 

担い手対策幹…………5019 

農村整備振興幹………5003 

工事施工管理幹………5004 

普及指導スタッフ……5040 

 地域農政課 

 課長…………………5010 

 農政…………………5012 

          5011 

 地域整備……………5016 

 農業農村支援課 

 課長…………………5020 

 担い手育成第一……5021 

担い手育成第二……5024 

 生産振興第一………5026 

生産振興第二………5029 

 農業基盤第一課 

 課長…………………5030 

 指導財産……………5031 

 農業基盤第一………5041 

 農業基盤第二………5046 

農業基盤第二課  

 課長…………………5050 

 農業基盤第三………5051 

 農業基盤第四………5054 

ＦＡＸ…………………5009 

 

峡東建設事務所 

所長……………………7000 

次長……………………7001 

次長……………………7002 

工事施工管理幹………7003 

技術審査幹……………7004 

 用地課 

 課長…………………7010 

 用地第一……………7011 

 用地第二……………7016 

道路課 

 課長…………………7020 

 北部道路……………7021 

 南部道路……………7026 

 道路維持……………7031 

 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…………………7061 

 都市計画・建築課 

 課長…………………7050 

 都市計画……………7051 

 建築住宅……………7056 

ＦＡＸ…………………7069 

 

峡東教育事務所 

 所長……………………8000 

 副所長…………………8001 

 次長……………………8002 

 総務……………………8005 

 ＦＡＸ…………………8009 



山 梨 県（０１９） 

5 

東八代合同庁舎 

019-320 

 

流域下水道事務所 

所長……………………7000 

次長……………………7001 

技術指導幹……………7002 

工務課 

 課長…………………7003 

設備…………………7201 

土木施設……………7301 

ＦＡＸ…………………7009 

 

総合県税事務所 

所長……………………2000 

課税・管理部長………2001 

自動車税部長…………8010 

滞納整理部長…………2002 

副滞納整理部長………2003 

総務管理課長…………2010 

総務諸税………………2011 

管理……………………2015 

軽油引取税課長………2030 

軽油第一………………2031 

軽油第二………………2032 

事業税課長……………2040 

個人……………………2041 

法人……………………2044 

不動産取得税課長……2050 

家屋……………………2051 

土地第一………………2058 

土地第二………………2059 

滞納整理第一課長……2070 

企画・総括……………2071 

特別滞納整理…………2112 

滞納整理第二課長……2080 

第一地区………………2074 

第二地区………………2081 

第三地区………………2086 

 

南巨摩合同庁舎 

019-360 

 

峡南地域県民センター 

所長……………………2000 

次長……………………2001 

総務県民課 

 課長…………………2002 

 総務…………………2011 

 地域創生・防災……2021 

ＦＡＸ…………………2009 

 

峡南保健福祉事務所 

所長……………………3000 

副所長…………………3001 

次長……………………3002 

次長……………………3003 

福祉課 

課長…………………3002 

 担当…………………3011 

健康支援課 

課長…………………3030 

 担当…………………3031 

長寿介護課 

課長…………………3020 

 担当…………………3021 

生活保護課 

課長…………………3060 

 担当…………………3061 

衛生課 

課長…………………3040 

 担当…………………3041 

地域保健課 

課長…………………3050 

 担当…………………3051 

ＦＡＸ…………………3009 

 

 

峡南教育事務所 

 所長……………………8000 

 次長……………………8002 

 地域学力向上推進幹…8025 

 総務……………………8005 

 地域教育支援…………8012 

 学校教育………………8025 

 ＦＡＸ…………………8009 

 

西八代合同庁舎 

019-340 

 

峡南地域県民センター 

西八代総務課 

次長……………………2001 

財務審査監……………2002 

財務審査監……………2003 

工事検査幹……………2004 

工事検査員……………2031 

          2032 

          2033 

総務スタッフ…………2010 

会計スタッフ…………2021 

ＦＡＸ…………………2009 

 

峡南林務環境事務所 

所長……………………6000 

次長……………………6001 

次長……………………6002 

森林保全幹……………6004 

工事施工管理幹………6005  

普及指導スタッフ……6024 

環境課 

課長…………………6003 

  担当…………………6007 

森づくり推進課 

 課長…………………6004 

 林道自然保護………6021 

 森林育成……………6026 

県有林課 

 課長…………………6030 

 管理…………………6036 

 経営…………………6031 

 治山林道課 

 課長…………………6040 

 林道…………………6041 

 治山…………………6046 

 施設管理……………6051 

ＦＡＸ…………………6019 

 

峡南農務事務所 

所長……………………5000 

次長……………………5001 

次長……………………5002 

担い手対策幹…………5004 

農村整備振興幹………5002 

工事施工管理幹………5005 

普及指導スタッフ……5006 

地域農政課 

 課長…………………5010 

 担当…………………5011 

          5013 

          5016 

  農業農村支援課 

  課長…………………5003 

  担い手育成…………5021 

 生産振興……………5023 

農業基盤課 

 課長…………………5005 

 担当…………………5031 

          5041 

          5051 

ＦＡＸ…………………5019 

 

峡南建設事務所 

所長……………………7000 

次長……………………7001 

次長……………………7002 

工事施工管理幹………7003 

技術審査幹……………7004 

 用地課 

  課長…………………7010 

 用地第一……………7011 

 道路課 

 課長…………………7020 

 道路…………………7021 

 道路維持……………7026 

 河川砂防管理課 

 課長…………………7040 

 河川砂防……………7041 

   管理…………………7046 

  都市計画・建築課 

 課長…………………7060 

 都市計画……………7061 

 建築住宅……………7066 

ＦＡＸ…………………7069 

 

南都留合同庁舎 

019-420 

 

富士・東部地域県民センター 

所長……………………2000 

次長……………………2001 

財務審査幹……………2003 

財務審査幹……………2004 

工事検査幹……………2005 

工事検査員……………2035 

          2036 

          2037 

総務県民課 

 課長…………………2002 

 総務…………………2011 

 地域創生・防災……2020 

会計スタッフ…………2031 

ＦＡＸ…………………2009 

 

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…………………6011 

担当…………………6013 

 森づくり推進課 

  課長…………………6004 

 林業自然保護………6021 

          6022 

 森林育成……………6026 

県有林課 

 課長…………………6030 

  管理…………………6031 

          6032 

 経営…………………6043 

          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

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 

 

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………………7004 

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 

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……………… 201 

  ＦＡＸ………………… 201  

富士吉田市役所………… 202 

  ＦＡＸ………………… 202  

都留市役所……………… 204 

  ＦＡＸ………………… 204  

山梨市役所……………… 205 

  ＦＡＸ………………… 205  

大月市役所……………… 206 

  ＦＡＸ………………… 206 

韮崎市役所……………… 207 

  ＦＡＸ………………… 207  
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南アルプス市役所……… 390 

  ＦＡＸ………………… 390 

北杜市役所……………… 403 

  ＦＡＸ………………… 403 

甲斐市役所……………… 381 

  ＦＡＸ………………… 381  

笛吹市役所……………… 321 

  ＦＡＸ………………… 321  

上野原市役所…………… 441 

  ＦＡＸ………………… 441  

甲州市役所……………… 203 

  ＦＡＸ………………… 203 

中央市役所……………… 385 

  ＦＡＸ………………… 385  

市川三郷町役場………… 343 

  ＦＡＸ………………… 343  

早川町役場……………… 364 

  ＦＡＸ………………… 364 

身延町役場……………… 363 

  ＦＡＸ………………… 363 

南部町役場……………… 367 

  ＦＡＸ………………… 367  

富士川町役場…………… 361 

  ＦＡＸ………………… 361 

昭和町役場……………… 384 

  ＦＡＸ………………… 384 

道志村役場……………… 422 

  ＦＡＸ………………… 422 

西桂町役場……………… 423 

  ＦＡＸ………………… 423  

忍野村役場……………… 424 

  ＦＡＸ………………… 424  

山中湖村役場…………… 425 

  ＦＡＸ………………… 425  

鳴沢村役場……………… 429 

  ＦＡＸ………………… 429 

富士河口湖町役場……… 426 

  ＦＡＸ………………… 426 

小菅村役場……………… 442 

  ＦＡＸ………………… 442 

丹波山村役場…………… 443 

  ＦＡＸ………………… 443 

 

防災関係機関 

019 

 
中央病院………………… 210 

  ＦＡＸ………………… 210 

中北保健福祉事務所…… 209 

  ＦＡＸ………………… 209 

防災安全センター……… 393 

  ＦＡＸ………………… 393 

自衛隊北富士駐屯地…… 435 

  ＦＡＸ………………… 435 

 

消防機関 

019 

 
峡南消防………………… 346 

ＦＡＸ………………… 346 

峡北消防………………… 415 

ＦＡＸ………………… 415 

甲府地区消防…………… 213 

ＦＡＸ………………… 213 

南アルプス市消防……… 394 

ＦＡＸ………………… 394 

笛吹市消防……………… 330 

ＦＡＸ………………… 330 

東山梨消防……………… 307 

ＦＡＸ………………… 307 

富士五湖消防…………… 433 

ＦＡＸ………………… 433 

都留市消防……………… 434 

ＦＡＸ………………… 434 

大月市消防……………… 444 

ＦＡＸ………………… 444 

上野原市消防…………… 445 

ＦＡＸ………………… 445 


