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1122－－１１　　防防災災関関係係機機関関連連絡絡先先

（（国国のの機機関関））

担当課 所在地 電話 FAX

内閣府

政策統括官（防災担当） 総括担当 千代田区永田町1-6-1 03(3501)5408 03(3503)5690

災害緊急事態対処担当 03(3501)5695 03(3503)5690

消防庁

応急対策室 千代田区霞が関2-1-2 03(5253)7527 03(5253)7537

宿直室 03(5253)7777 03(5253)7553

警察庁

中部管区警察局 広域調整第二課 名古屋市中区三の丸2-1-1 052(951)6000 052(954)8880

　〃　富山県情報通信部 富山市総曲輪1-7 076(441)2211 076(441)6655

財務省

北陸財務局 総務課 石川県金沢市新神田4-3-10 076(292)7860 076(291)6226

　〃　富山財務事務所 総務課 富山市丸の内1-5-13 076(432)5521 076(432)5779

厚生労働省

東海北陸厚生局 総務課 名古屋市東区白壁1-15-1 052(971)8831 052(971)8861

富山労働局 総務課 富山市神通本町1-5-5 076(432)2727 076(432)6471

農林水産省

北陸農政局 企画調整室 金沢市広坂2-2-60 076(232)4217 076(232)4218

　〃　富山県拠点 地方参事官室 富山市牛島新町11-7　富山合同庁舎4Ｆ 076(441)9332 076(441)9325

中部森林管理局 企画調整課 長野市大字栗田715-5 026(236)2720 026(236)2733

　〃　名古屋事務所 連絡調整官 名古屋市熱田区熱田西町1-20 050(3160)6660 052(683)9269

　〃　富山森林管理署 総務グループ 富山市黒崎字塚田割591-2 050(3160)6080 076(424)4934

経済産業省

中部経済産業局 総務課 名古屋市中区三の丸2-5-2 052(951)2683 052(962)6804

　〃　電力・ｶﾞｽ事業北陸支局 総務課 富山市牛島新町11-7 076(432)5588 076(432)5526

中部近畿産業保安監督部 管理課 名古屋市中区三の丸2-5-2 052(951)0558 052(951)9803

 〃 北陸産業保安監督署 富山市牛島新町11-7 076(432)5580 076(432)0909

国土交通省

北陸地方整備局 防災室 新潟市中央区美咲町1-1-1 025(280)8836 025(370)6691

 〃 黒部河川事務所 黒部市天神新173 0765(52)1122 0765(52)4211

 〃 黒部川出張所 黒部市荻生大本7280-3 0765(52)0471 0765(52)0999

 〃 宇奈月砂防出張所 黒部市宇奈月温泉626-7 0765(62)1260 0765(62)1267

 〃 入善海岸出張所 入善町上野12011-1 0765(72)0130 0765(72)0765

 〃 宇奈月ダム管理所 黒部市宇奈月町舟見明日音沢字尾瀬場谷4-9 0765(62)9071 0765(62)9075

 〃 北陸技術事務所富山出張所 （富山防災センター） 富山市水橋入江334-4 076(478)5511 076(478)5517

 〃 富山河川国道事務所 富山市奥田新町2-1 076(443)4701 076(443)4703

 〃 〃 黒部国道維持出張所 管理係 黒部市荻生大本7180-1 0765(52)1714 0765(52)2312

北陸信越運輸局 総務部 新潟市中央区美咲町1-2-1 025(285)9000 025(285)9170

　〃　富山運輸支局 総務企画部門 富山市新庄町馬場82 076(423)0894 076(423)5509

伏木海上保安部 警備救難課 高岡市伏木錦町11-15 0766(45)0118 0766(44)7147

富山地方気象台 防災業務課 富山市石坂2415 076(432)2331 076(442)4260

大阪航空局小松空港事務所 管理課 小松市浮柳町ヨ21 0761(24)0828 0761(22)4632

　〃　富山空港出張所 富山市秋ヶ島35 076(495)3088 076(429)6762

総務省

北陸総合通信局 総務課 金沢市広坂2-2-60 076(233)4412 076(233)4419

防衛省

自衛隊富山地方協力本部 総務課 富山市牛島新町6-24 076(441)3271 076(441)3273

陸上自衛隊第14普通科連隊 金沢市野田町1-8 076(241)2171

　〃　第382施設中隊 砺波市鷹栖出935 0763(33)2392

機関名
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((県県のの機機関関))

機関名 担当課 所在地 電話 ＦＡＸ

総合政策局 防災・危機管理課 富山市新総曲輪1-7 076(444)3187 076(444)3489

消防課 　〃 076(444)3188 076(444)3489

防災航空センター 富山市別名字源田割245-2 076(495)3060 076(495)3066

広域消防防災センター 富山市惣在寺1090-1 076(429)9911 076(429)9913

警察本部 富山市新総曲輪1-7 076(441)2211 076(441)2900

黒部警察署 警備課 黒部市三日市1524-1 0765(54)0110 0765(54)2060

総合県税事務所 魚津相談室 魚津市新宿10-7 0765(24)5182 0765(22)9151

新川厚生センター 黒部市堀切新343 0765(52)1224 0765(52)4440

新川農林振興センター 魚津総合庁舎 魚津市新宿10-7 0765(22)9133 0765(22)9154

新川土木センター 　〃 　〃 0765(22)9114 0765(22)9153

　〃　入善土木事務所 入善町上野11473 0765(72)1133 0765(74)2071
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（（市市町町村村））

市町村名 担当課 所在地 電話 ＦＡＸ

富山市 防災対策課 富山市新桜町7－38 076(443)2181 076(443)2039

高岡市 総務課危機管理室 高岡市広小路7－50 0766(20)1229 0766(20)1325

魚津市 総務課防災危機管理室 魚津市釈迦堂1－10－1 0765(23)1078 0765(23)1182

氷見市 地域防災課 氷見市鞍川1060 0766(74)8021 0766(74)8255

滑川市 総務課 滑川市寺家町104 076(475)3311 076(475)6299

黒部市 防災危機管理班 黒部市三日市1301 0765(54)2112 0765(54)4461

砺波市 総務課防災危機管理班 砺波市栄町7－3 0763(33)1111 0763(33)7330

小矢部市 総務課 小矢部市本町1－1 0766(53)5837 0766(68)2171

南砺市 総務課 南砺市苗島4880 0763(23)2028 0763(22)1114

射水市 総務課防災危機管理班 射水市新開発410-1 0766(51)6632 0766(51)6648

舟橋村 総務課 舟橋村仏生寺55 076(464)1121 076(464)1066

上市町 総務課 上市町法音寺1 076(472)1111 076(472)1115

立山町 総務課 立山町前沢2440 076(462)9965 076(463)1254

入善町 総務課 入善町入膳3255 0765(72)1100 0765(74)0067

朝日町 総務政策課 朝日町道下1133 0765(83)1100 0765(83)1109
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（公共の機関等）

機関名 担当課 所在地 電話 FAX

日本郵政グループ

日本郵便㈱北陸支社 総務部総務担当 金沢市尾張町1-1-1 076(220)3122 076(264)0851

西日本旅客鉄道㈱

金沢支社 企画課
金沢市広岡3-3-77

JR金沢駅西第一NKビル5階
076(254)3009 076(254)3010

黒部宇奈月温泉駅 黒部市若栗3210-3 0765(57)3583 0765(57)3582

西日本電信電話㈱

富山支店
NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ富山営業所

総括担当
富山市東田地方町1-1-30 076(492)9501 076(492)9518

㈱ＮＴＴドコモ北陸

災害対策室 金沢市西都1-5 076(225)2065 076(225)2178

中日本高速道路㈱

金沢支社 保全チーム 金沢市神野町東170 076(240)4930 076(240)4991

金沢保全・
サービスセンター

金沢市神野町東170 076(249)8111 076(249)8119

富山保全・
サービスセンター

富山市黒崎439 076(421)9048 076(491)7529

日本赤十字社

富山県支部 事業推進課 富山市牛島本町2-1-38 076(441)4885 076(433)2657

富山事務所 富山市堤町通り1-2-26 076(424)4471 076(494)1158

富山市婦中町島本郷1-5 076(495)8800　076(495)1600

新川支店 総務担当 魚津市江口504 0765(24)1401 0765(24)3895

北陸支社
コミュニケーション統括

グループ
富山市東田地方町1-2-13 076(432)6111 076(442)8219

再生可能エネルギー事業本部 黒部川水力センター 黒部市宇奈月温泉598-1 0765(62)1560 0765(62)1760

総務企画部 富山市牛島町24-7 076(444)1300 076(444)1320

鉄軌道部運転管理課
富山市稲荷町4-1-48
鉄道センタービル

076(432)5541 076(442)6089

総務課 富山市城北町2-36 0120(18)1107 076(442)3025

北陸支部

富山市桜橋通り6－13
フコク清明第一ビル4階

076(441)6993 076(441)6996

黒部市三日市1355番地１ 0765(52)0262 0765(54)4838黒部川左岸土地改良区

北陸電力㈱

関西電力㈱

日本海ガス㈱

(社)日本簡易ガス協会 富山市奥田新町8-1
ボルファートとやま8F

076(441)3241 076(441)3244

(社)富山県エルピーガス協会

日本銀行

(社)富山県トラック協会

あいの風富山鉄道㈱

富山地方鉄道㈱
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