市町連絡先一覧（一般廃棄物担当課、処理施設）

No.20 - 1

災害時連絡先
自治体
静岡県

静岡県賀茂
健康福祉
センター
静岡県東部
健康福祉
センター
静岡県中部
健康福祉
センター
静岡県西部
健康福祉
センター
下田市

東伊豆町

南伊豆町

河津町

松崎町

※表中標記 （上段から）①名称 ②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ ⑤電子メール
災害時連絡先
平常時連絡先（し尿）
平常時連絡先（ごみ）
し尿処理施設
静岡県災害対策本部 環境班
廃棄物リサイクル課
廃棄物リサイクル課
静岡市葵区追手町9-6
静岡市葵区追手町9-6
静岡市葵区追手町9-6
054-221-3349、2137
054-221-3349、2137
054-221-3349、2137
054-221-3553
054-221-3553
054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp
hai@pref.shizuoka.lg.jp
hai@pref.shizuoka.lg.jp
県方面本部 健康福祉班
環境課
環境課
下田市中531-1
下田市中531-1
下田市中531-1
0558-24-2053
0558-24-2053
0558-24-2053
0558-24-2169
0558-24-2169
0558-24-2169
kfkamo-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp kfkamo-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp kfkamo-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp
県方面本部 健康福祉班
廃棄物課
廃棄物課
沼津市高島本町1-3
沼津市高島本町1-3
沼津市高島本町1-3
055-920-2106
055-920-2106
055-920-2106
055-920-2194
055-920-2194
055-920-2194
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp
kftoubu-haiki@pref.shizuoka.lg.jp
県方面本部 健康福祉班
環境課
環境課
藤枝市瀬戸新屋362-1
藤枝市瀬戸新屋362-1
藤枝市瀬戸新屋362-1
054-644-9288、3721
054-644-9288、3721
054-644-9288、3721
054-644-4471
054-644-4471
054-644-4471
kfchuubu-kan@pref.shizuoka.lg.jp
kfchuubu-kan@pref.shizuoka.lg.jp
kfchuubu-kan@pref.shizuoka.lg.jp
県方面本部 健康福祉班
環境課
環境課
磐田市見付3599-4
磐田市見付3599-4
磐田市見付3599-4
0538-37-2248、2551
0538-37-2248、2551
0538-37-2248、2551
0538-37-2603
0538-37-2603
0538-37-2603
kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp
地域防災課
南豆衛生プラント組合
環境対策課
南豆衛生プラント組合
下田市東本郷1-5-18
下田市敷根13-8
下田市敷根13-11
下田市敷根13-8
0558-36-4145
0558-22-3302
0558-22-2213
0558-22-3302
0558-22-3910
0558-27-0307
0558-22-2287
0558-27-0307
bousai@city.shimoda.shizuoka.jp
nanzu@bz03.plala.or.jp
kankyou@city.shimoda.shizuoka.jp
nanzu@bz03.plala.or.jp
東伊豆町災害対策本部衛生班
東伊豆町住民福祉課
東伊豆町住民福祉課
東河環境センター
賀茂郡東伊豆町稲取3354
賀茂郡東伊豆町稲取3354
賀茂郡東伊豆町稲取3354
賀茂郡河津町見高字長野2310-4
0557-95-6203、1100
0557-95-6203
0557-95-6203
0558-32-0383
0557-95-3896、0122
0557-95-3896
0557-95-3896
なし
juumin@town.higashiizu.shizuoka.jp juumin@town.higashiizu.shizuoka.jp juumin@town.higashiizu.shizuoka.jp tohga@vega.ocn.ne.jp
災害対策本部 清掃班
南伊豆町生活環境課
南伊豆町生活環境課
南豆衛生プラント
賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1
賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1
賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1
下田市敷根13-8
0558-62-1111 62-6211
0558-62-6270
0558-62-6270
0558-22-3302
0558-62-1119
0558-63-0018
0558-63-0018
0558-27-0307
seikatsuk@town.minamiizu.shizuoka.jpseikatsuk@town.minamiizu.shizuoka.jpseikatsuk@town.minamiizu.shizuoka.jpnanzu@bz03.plala.or.jp
町災害対策本部 衛生偵察班
町民生活課
町民生活課
東河環境センター
賀茂郡河津町田中212-2
賀茂郡河津町田中212-2
賀茂郡河津町田中212-2
賀茂郡河津町見高2310-4
0558-34-1111、1932
0558-34-1932
0558-34-1932
0558-32-0383
0558-34-0099、1404
0558-34-1404
0558-34-1404
なし
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp
tohga@vega.ocn.ne.jp
災害対策本部 生活環境班
生活環境課
生活環境課
西豆衛生プラント
賀茂郡松崎町宮内301-1
賀茂郡松崎町宮内301-1
賀茂郡松崎町宮内301-1
賀茂郡松崎町江奈647-1
0558-42-1111、3969
0558-42-3969、1111（内線152）
0558-42-3969、1111（内線154）
0558-43-1113
0558-42-3184
0558-42-3184
0558-42-3184
0558-42-3511
kankyou@town.matsuzaki.shizuoka.jp kankyou@town.matsuzaki.shizuoka.jp kankyou@town.matsuzaki.shizuoka.jp なし
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焼却施設

最終処分場

下田市清掃センター
下田市敷根13-11
0558-22-6686
0558-22-2287
kankyou@city.shimoda.shizuoka.jp
東河環境センター
東伊豆町最終処分場
賀茂郡東伊豆町稲取3349-1
賀茂郡東伊豆町稲取3346-1
0557-95-7111
0557-95-6426
0557-95-1055
0557-95-6426
tohga@vega.ocn.ne.jp
juumin@town.higashiizu.shizuoka.jp
南伊豆町清掃センター
賀茂郡南伊豆町湊1696
0558-62-0508
0558-62-0014
seikatsuk@town.minamiizu.shizuoka.jp
東河環境センター
賀茂郡東伊豆町稲取3349-1
0557-95-7111
0557-95-1055
tohga@vega.ocn.ne.jp
クリーピア松崎
賀茂郡松崎町雲見971-3
0558-45-0602
0558-45-0275
なし

災害時連絡先
自治体
西伊豆町

※表中標記 （上段から）①名称
災害時連絡先
町災害対策本部
賀茂郡西伊豆町仁科401-1
0558-52-1111
0558-52-1906

②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ ⑤電子メール
平常時連絡先（し尿）
平常時連絡先（ごみ）
環境福祉課 環境衛生係
環境福祉課 環境衛生係
賀茂郡西伊豆町田子2551
賀茂郡西伊豆町田子2551
0558-53-1408
0558-53-1408
0558-53-1803
0558-53-1803
kankyou@town.nishiizu.shizuoka.jp
kankyou@town.nishiizu.shizuoka.jp
協働環境課 環境センター
協働環境課 環境センター
熱海市熱海字笹尻1804-8
熱海市熱海字笹尻1804-8
0557-82-1153
0557-82-1153
0557-82-5371
0557-82-5371
kankyo-center
kankyo-center
@city.atami.shizuoka.jp
@city.atami.shizuoka.jp

し尿処理施設
西豆衛生プラント
賀茂郡松崎町江奈647-1
0558-54-0035
0558-54-0036
なし
熱海市大黒崎し尿管理センター
熱海市泉元門川分字大黒崎250-5
0557-82-1153
0557-82-5371
kankyo-center
@city.atami.shizuoka.jp

熱海市

災害対策本部 清掃班
熱海市中央町1-1
0557-82-1153
0557-82-5371
kankyo-center
@city.atami.shizuoka.jp

伊東市

伊東市災害対策本部 清掃防疫班
伊東市大原二丁目１番１号
0557-32-1371、1373、1374
0557-38-3088
kankyou@city.ito.shizuoka.jp

市民部 環境課 清掃施設係
伊東市大原二丁目１番１号
0557-32-1373
0557-38-3088
kankyou@city.ito.shizuoka.jp

市民部 環境課 清掃施設係
伊東市大原二丁目１番１号
0557-32-1373
0557-38-3088
kankyou@city.ito.shizuoka.jp

クリーンセンター
伊東市宇佐美字御石ヶ沢3596-4
0557-48-9160
0557-47-5423

沼津市

沼津市災害対策本部

クリーンセンター管理課

ごみ対策推進課

衛生プラント（アクアプラザ）

沼津市御幸町16番1号
055-934-4803、055-931-3411・
4400・4401
055-934-0027
kikikanri@city.numazu.lg.jp

沼津市上香貫三ノ洞2417-1

沼津市御幸町16-1

沼津市原字女鹿塚2948-1

裾野市

長泉町

御石ヶ沢最終処分場
伊東市宇佐美字御石ヶ沢3596-4
0557-47-5777
0557-47-5423

清掃プラント
（クリーンセンター管理課）
沼津市上香貫三ノ洞2417-1

沼津市植田字前通281-11

植田最終処分場

055-933-0711

055-934-4743

055-969-2544

055-933-0711

055-967-1143

055-934-0345
gomitai@city.numazu.lg.jp

055-969-2546

055-931-7724
kuri-kan@city.numazu.lg.jp
伊豆市沼津市衛生施設組合
（土肥戸田衛生センター）
伊豆市小土肥1460-3
0558-94-2305
0558-94-3229
qq9w83e9k@isis.ocn.ne.jp

055-967-1143

裾野市美化センター
裾野市大畑215番地の2
055-992-3210
055-992-3219
bika@city.susono.shizuoka.jp
長泉町塵芥焼却場（くらし環境課)
駿東郡長泉町東野143-11
055-986-8393
055-988-8432
seisou@nagaizumi.org

裾野市最終処分場
裾野市須山2800番地
055-998-0393
055-998-0393

沼津市戸田字磯辺崎3861-1
0558-94-3189
0558-94-3189
町災害対策本部 産業・環境班
駿東郡清水町堂庭210-1
055-981-8216
055-976-0249
chiiki@town.shimizu.shizuoka.jp
市災害対策本部 総括班
裾野市佐野1059番地
055-995-1817、1816
055-992-4447
kankyou@city.susono.shizuoka.jp
町災害対策本部 都市環境班
駿東郡長泉町中土狩828番地
055-986-2131、055-989-5514
055-986-5905
kankyo@nagaizumi.org

最終処分場
環境福祉課 環境衛生係
賀茂郡西伊豆町田子2551
0558-53-1408
0558-53-1803
kankyou@town.nishiizu.shizuoka.jp
熱海市姫の沢最終処分場
熱海市伊豆山１164-1
0557-82-1153
0557-82-5371
kankyo-center
@city.atami.shizuoka.jp

055-931-7724
kuri-kan@city.numazu.lg.jp

戸田衛生センター

清水町

焼却施設
環境福祉課 環境衛生係
賀茂郡西伊豆町田子2551
0558-53-1408
0558-53-1803
kankyou@town.nishiizu.shizuoka.jp
熱海市エコ・プラント姫の沢
熱海市熱海字笹尻1804-8
0557-82-1153
0557-82-5371
kankyo-center
@city.atami.shizuoka.jp
熱海市初島清掃工場
熱海市初島字清寿735-2
0557-82-1153
0557-82-5371
kankyo-center
@city.atami.shizuoka.jp
環境美化センター
伊東市鎌田字阿原ヶ沢1297-91
0557-35-0530
0557-38-5300

くらし安全課
駿東郡清水町堂庭210-1
055-981-8216
055-973-1711
anzen@town.shimizu.shizuoka.jp
生活環境課
裾野市佐野1059番地
055-995-1816
055-992-4447
kankyou@city.susono.shizuoka.jp
くらし環境課 環境企画チーム
駿東郡長泉町中土狩828番地
055－989-5514
055－986-5905
kankyo@nagaizumi.org

地域振興課
駿東郡清水町堂庭210-1
055-981-8216
055-976-0249
chiiki@town.shimizu.shizuoka.jp
生活環境課
裾野市佐野1059番地
055-995-1816
055-992-4447
kankyou@city.susono.shizuoka.jp
くらし環境課 清掃事業チーム
駿東郡長泉町東野143-11
055-986-8393
055-988-8432
seisou@nagaizumi.org
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裾野市長泉町衛生施設組合中島苑
裾野市深良963番地
055-997-3336
055-997-1972
qqc33gc9k@juno.ocn.ne.jp
裾野、長泉清掃施設組合いずみ苑
駿東郡長泉町中土狩534-1
055-986-1500

長泉ハイトラスト㈱
駿東郡長泉町東野374-12
055-989-2268
055-987-9935
nagaizumi@takumatechnos.co.jp

災害時連絡先
自治体
三島市

函南町

※表中標記 （上段から）①名称
災害時連絡先
三島市災害対策本部
三島市大社町1-10
055-983-2650
055-981-7720
kiki@city.mishima.shizuoka.jp
総務部総務課
田方郡函南町平井717-13
055-979-8103
055-978-1197
soumu@town.kannami.shizuoka.jp

伊豆市

伊豆市災害対策本部（地域づくり
課）
伊豆市小立野38-２
0558-72-1111
0558-72-6588
kikaku@city.izu.shizuoka.jp

②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ ⑤電子メール
平常時連絡先（し尿）
平常時連絡先（ごみ）
下水道課
廃棄物対策課
三島市中央町5-5
三島市字賀茂之洞4703-94
055-983-2662
055-971-8993
055-976-6160
055-971-8994
gesui@city.mishima.shizuoka.jp
haitai@city.mishima.shizuoka.jp
厚生部環境衛生課
厚生部環境衛生課
田方郡函南町平井717-13
田方郡函南町平井717-13
055-979-8112
055-979-8112
055-978-3027
055-978-3027

焼却施設
廃棄物対策課
三島市字賀茂之洞4703-94
055-971-8993
055-971-8994
haitai@city.mishima.shizuoka.jp
函南町ごみ焼却場
田方郡函南町桑原1300-142
055-974-0223
055-974-1929

最終処分場
廃棄物対策課
三島市字賀茂之洞4703-94
055-971-8993
055-971-8994
haitai@city.mishima.shizuoka.jp
一般廃棄物最終処分場
田方郡函南町桑原1300-225
055-974-0223
055-974-1929

kankyou@town.kannami.shizuoka.jp

kankyou@town.kannami.shizuoka.jp

伊豆市清掃センター

環境衛生課

伊豆市清掃センター

柿木最終処分場（清掃センター）

伊豆市柏久保68-１
0558-72-0163
0558-72-0316
seiso@city.izu.shizuoka.jp

伊豆市小立野38-２
0558-72-9857
0558-72-9899
kankyo@city.izu.shizuoka.jp

伊豆市柏久保68-１
0558-72-0163
0558-72-0316
seiso@city.izu.shizuoka.jp
伊豆市沼津市衛生施設組合
（土肥戸田衛生センター）
伊豆市小土肥1460-3
0558-94-2305
0558-94-3229
qq9w83e9k@isis.ocn.ne.jp
長岡清掃センター
伊豆の国市南江間2139-1
055-948-2536
055-948-2536
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp
韮山ごみ焼却場
伊豆の国市韮山山木1005-3
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp
御殿場市・小山町広域行政組合
（焼却センター）
御殿場市板妻862-15
0550-88-3776
0550-88-3830
syoukyaku@gotemba-oyama-kouiki.jp
御殿場市・小山町広域行政組合
（焼却センター）
御殿場市板妻862-15
0550-88-3776
0550-88-3830
syoukyaku@gotemba-oyama-kouiki.jp

伊豆市本柿木159－１
0558-72-0163
0558-72-0316
seiso@city.izu.shizuoka.jp

伊豆の国市 伊豆の国市災害対策本部 環境班
伊豆の国市四日町243
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp

経済環境部廃棄物対策課
伊豆の国市四日町243
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp

経済環境部廃棄物対策課
伊豆の国市四日町243
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp

御殿場市

災害対策本部 清掃班

環境水道部 環境課

リサイクル推進課

御殿場市川島田1446-9
0550-88-0530
0550-89-2559
recycle@city.gotemba.shizuoka.jp

御殿場市萩原483
0550-83-1610
0550-83-1685
kankyo@city.gotemba.shizuoka.jp

御殿場市川島田1446-9
0550-88-0530
0550-89-2559
recycle@city.gotemba.shizuoka.jp

小山町

し尿処理施設
三島市衛生プラント
三島市北沢48-1
055-977-1008
055-977-1008
gesui@city.mishima.shizuoka.jp
函南町し尿処理場（こだま苑）
田方郡函南町平井字細沢1720-174
055-974-0223
055-974-1929

小山町災害対策本部 衛生班

総務課

総務課

駿東郡小山町藤曲57-2
0550-76-1111
0550-76-3050
soumu@fuji-oyama.jp

駿東郡小山町藤曲57-2
0550-76-6130、1111
0550-76-4633
soumu@fuji-oyama.jp

駿東郡小山町藤曲57-2
0550-76-6130、1111
0550-76-4633
soumu@fuji-oyama.jp

No.20 - 4

kannami-syoukyaku@dream.ocn.ne.jp kannami-syoukyaku@dream.ocn.ne.jp kankyou@town.kannami.shizuoka.jp

長岡し尿処理場
伊豆の国市墹之上97
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp
韮山し尿処理場
伊豆の国市四日町305
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp
御殿場市・小山町広域行政組合
（衛生センター）
御殿場市中丸19
0550-82-1991
0550-84-2790
eisei@gotemba-oyama-kouiki.jp
御殿場市・小山町広域行政組合
（衛生センター）
御殿場市中丸19
0550-82-1991
0550-84-2790
eisei@gotemba-oyama-kouiki.jp

年川最終処分場（環境衛生課）
伊豆市年川772-１
0558-72-9857
0558-72-9899
kankyo@city.izu.shizuoka.jp
大仁一般廃棄物最終処分場
伊豆の国市三福1363-88
0558-76-2983
0558-76-2279
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp
韮山一般廃棄物最終処分場
伊豆の国市四日町243
055-949-6805
055-949-1779
hai@city.izunokuni.shizuoka.jp
最終処分場
御殿場市板妻834-16
0550-88-4153
0550-80-0038
recycle@city.gotemba.shizuoka.jp
最終処分場（総務課）
駿東郡小山町生土602外
0550-76-6130、1111
0550-76-4633
soumu@fuji-oyama.jp

災害時連絡先
自治体
富士市

富士宮市

藤枝市

焼津市

島田市

川根本町

※表中標記 （上段から）①名称 ②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ ⑤電子メール
災害時連絡先
平常時連絡先（し尿）
平常時連絡先（ごみ）
災害対策本部 衛生部衛生班
生活排水対策課
廃棄物対策課
富士市永田町1丁目100番地
富士市永田町1丁目100番地
富士市永田町1丁目100番地
0545-55-2769、2770
0545-55-2853
0545-55-2769、2770
0545-51-0522
0545-55-2919
0545-51-0522
ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
災害対策本部
生活環境課
生活環境課
富士宮市弓沢町150番地
富士宮市弓沢町150番地
富士宮市弓沢町150番地
0544-22-1319
0544-22-1137
0544-22-1137
0544-22-1239
0544-22-1207
0544-22-1207
bosai@city.fujinomiya.lg.jp
kankyo@city.fujinomiya.lg.jp
kankyo@city.fujinomiya.lg.jp
藤枝市災害対策本部

藤枝市下水道課

藤枝市生活環境課

藤枝市岡出山一丁目１１番１号
054-643-3119
054-645-3050
kiki@city.fujieda.shizuoka.jp

藤枝市城南三丁目２－１
054-644-8186
054-643-3580
gesui@city.fujieda.shizuoka.jp

藤枝市岡出山2-15-25 3階
054-643-3681
054-631-9083
kankyo@city.fujieda.shizuoka.jp

市災害対策本部 環境衛生班

廃棄物対策課

廃棄物対策課

焼津市石津728-2
054-623-4034
054-625-0132
haikibutu@city.yaizu.lg.jp

焼津市宗高900
（焼津市小屋敷573）
054-662-0572、（628-7408）
054-662-0834、（626-1762）

焼津市宗高900
（焼津市大覚寺187）
054-662-0572、（627-8974）
054-662-0834、（621-3830）

haikibutu@city.yaizu.lg.jp

haikibutu@city.yaizu.lg.jp

島田市災害対策本部

下水道課

環境課

島田市中央町5番の1

島田市南一丁目地先

島田市伊太7番地の1

0547-37-1111
0547-35-6000

0547-35-7719
0547-35-7410

0547-34-1122
0547-34-5501

gesui@city.shimada.lg.jp

kankyo-plaza@city.shimada.lg.jp

川根本町災害対策本部救護衛生班 生活健康課

生活健康課

榛原郡川根本町上長尾627
0547-56-2222
0547-56-1117
seikatsu-kenko
@town.kawanehon.lg.jp

榛原郡川根本町上長尾627
0547-56-2222
0547-56-1117
seikatsu-kenko
@town.kawanehon.lg.jp

榛原郡川根本町上長尾627
0547-56-2222
0547-56-1117
seikatsu-kenko
@town.kawanehon.lg.jp

No.20 - 5

し尿処理施設
クリーンセンターききょう
富士市五貫島1027番地の2
0545-61-1956
0545-66-2450
seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp
生活排水処理センター
富士宮市星山757番地
0544-23-0744
0544-23-0349
w-jokacenter@city.fujinomiya.lg.jp

志太広域事務組合
（藤枝環境管理センター）
藤枝市善左衛門２０
054-636-0300
054-636-0325
info@shida.or.jp
志太広域事務組合
（藤枝環境管理センター）
藤枝市善左衛門20
054-636-0300
054-636-0325
info@shida.or.jp
志太広域事務組合
（大井川環境管理センター）
焼津市飯淵2035
054-622-3666
054-622-3809
info@shida.or.jp
島田市クリーンセンター
島田市金谷東二丁目3483番地の
269
0547-45-3354
0547-45-3354
川根地区広域施設組合 クリーン
ピュア川根
榛原郡川根本町久野脇1054
0547-56-2222
0547-56-1117
seikatsu-kenko
@town.kawanehon.lg.jp
川根地区広域施設組合
クリーンピュア川根
榛原郡川根本町久野脇1054
0547-56-2222
0547-56-1117
seikatsu-kenko
@town.kawanehon.lg.jp

焼却施設
富士市環境クリーンセンター
富士市大淵232番地
0545-35-0081
0545-35-0501
ka-clean@div.city.fuji.shizuoka.jp
清掃センター
富士宮市山宮3678-4
0544-58-2667
0544-58-2385
pw-center@city.fujinomiya.lg.jp
志太広域事務組合
（高柳清掃工場）
藤枝市高柳２３３８－１
054-636-0074
054-636-0099
info@shida.or.jp
志太広域事務組合
（高柳清掃工場）
藤枝市高柳2338-1
054-636-0074
054-636-0099
info@shida.or.jp
志太広域事務組合
（一色清掃工場）
焼津市一色1545-19
054-624-6000
054-624-6000
info@shida.or.jp
田代環境プラザ

最終処分場
㈱富士環境保全公社
富士市桑崎904番地の10
0545-23-0900
0545-23-0920
fuji-kankyohozen@po.across.or.jp
鞍骨沢最終処分場
富士宮市北山字鞍骨沢7430-849
0544-58-2667
0544-58-2385
pw-center@city.fujinomiya.lg.jp

島田市伊太7番地の1

島田市阪本4925番地の2

0547-34-1122
0547-34-5501

0547-34-1122
0547-34-5501

kankyo-plaza@city.shimada.lg.jp

kankyo-plaza@city.shimada.lg.jp

藤枝市兵太夫最終処分場
藤枝市兵太夫１４－２
054-643-3681
054-643-3280
kankyo@city.fujieda.shizuoka.jp

最終処分場

災害時連絡先
自治体
牧之原市

吉田町

掛川市

※表中標記 （上段から）①名称
災害時連絡先

②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ
平常時連絡先（し尿）

⑤電子メール
平常時連絡先（ごみ）

牧之原市災害対策本部 衛生班

牧之原市 環境課

牧之原市 環境課

牧之原市相良275
0548-53-2609
0548-53-2889
shimin@city.makinohara.shizuoka.jp

牧之原市相良275
0548-53-2609
0548-53-2889
shimin@city.makinohara.shizuoka.jp

牧之原市相良275
0548-53-2609
0548-53-2889
shimin@city.makinohara.shizuoka.jp

し尿処理施設
東遠広域施設組合
(東遠衛生センター)
御前崎市池新田9035
0537-86-2043(御前崎市）
0537-86-3322
toen@city.omaezaki.shizuoka.jp
吉田町牧之原市広域施設組合
(衛生センター)
榛原郡吉田町住吉4300-1
0548-24-1000 （吉田町）
0548-23-0200
yoshimakikouiki@ai.tnc.ne.jp

焼却施設
牧之原市御前崎市広域施設組合
（環境保全センター）
牧之原市笠名1212
0548-58-0044
0548-58-0444
makionhozen@po4.across.or.jp
吉田町牧之原市広域施設組合
(清掃センター）
牧之原市細江6664-3
0548-24-1000
0548-23-0200
yoshimakikouiki@ai.tnc.ne.jp

吉田町牧之原市広域施設組合
(清掃センター）
牧之原市細江6664-3
0548-24-1000
0548-23-0200
yoshimakikouiki@ai.tnc.ne.jp

町災害対策本部 都市環境部 都
市環境班
榛原郡吉田町住吉87番地
0548-33-2102
0548-33-0362
toshi@town.yoshida.shizuoka.jp

都市環境課

都市環境課

榛原郡吉田町住吉87番地
0548-33-2102
0548-33-0362
toshi@town.yoshida.shizuoka.jp

榛原郡吉田町住吉87番地
0548-33-2102
0548-33-0362
toshi@town.yoshida.shizuoka.jp

吉田町牧之原市広域施設組合
(衛生センター)
榛原郡吉田町住吉4300-1
0548-24-1000
0548-23-0200
yoshimakikouiki@ai.tnc.ne.jp

掛川市災害対策本部

下水整備課

環境政策課

生物循環パビリオン

掛川市長谷1-1-1
0537-21-1145
0537-21-1164
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp

掛川市長谷1-1-1
0537-24-8888
0537-21-1220
gesui@city.kakegawa.shizuoka.jp
東遠広域施設組合
(東遠衛生センター)
御前崎市池新田9035
0537-86-2043
0537-85-3322
toen@city.omaezaki.shizuoka.jp

掛川市長谷1-1-1
掛川市長谷1-1-1
0537-21-1131
0537-21-1170
0537-21-1168
0537-21-1220
kotu-bosai@city.kakegawa.shizuoka.jpgesui@city.kakegawa.shizuoka.jp

No.20 - 6

掛川市・菊川市衛生施設組合
（環境資源ギャラリー）
掛川市満水2319
0537-23-2273
0537-23-2274
info@kankyoshigen-gallery.jp

最終処分場
牧之原市一般廃棄物最終処分場
（安定型）橋柄
牧之原市静波4054-2
0548-53-2609
0548-53-2889
shimin@city.makinohara.shizuoka.jp
牧之原市御前崎市広域施設組合一
般廃棄物最終処分場（管理型）笠名
牧之原市笠名1192-11
0548-58-0044
0548-58-0444
makionhozen@po4.across.or.jp
牧之原市御前崎市広域施設組合一
般廃棄物最終処分場（安定型）比木
御前崎市比木846-1
0548-58-0044
0548-58-0444
makionhozen@po4.across.or.jp
吉田町牧之原市広域施設組合一般
廃棄物最終処分場（管理型）細江
牧之原市細江6679
0548-24-1000
0548-23-0200
yoshimakikouiki@ai.tnc.ne.jp
吉田町一般廃棄物最終処分場
榛原郡吉田町川尻4034番地
0548-33-2102
0548-33-0362
toshi@town.yoshida.shizuoka.jp
吉田町牧之原市広域施設組合一般
廃棄物最終処分場
牧之原市細江6676番地
0548-24-1000
0548-23-0200
yoshimakikouiki@ai.tnc.ne.jp
東大谷最終処分場
掛川市大渕11160-1
0537-21-1145
0537-21-1164
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp
板沢最終処分場
掛川市板沢2051-1092
0537-21-1145
0537-21-1164
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp
新井最終処分場
掛川市大渕1456-751
0537-21-1145
0537-21-1164
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp
高瀬最終処分場
掛川市高瀬1100-100
0537-21-1145
0537-21-1164
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp

災害時連絡先
自治体
御前崎市

※表中標記 （上段から）①名称
災害時連絡先

②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ
平常時連絡先（し尿）

⑤電子メール
平常時連絡先（ごみ）

御前崎市災害対策本部 環境班

環境部環境下水道課

環境部環境下水道課

御前崎市池新田5585
0537-85-1162、1126
0537-85-1149
kankyo@city.omaezaki.shizuoka.jp

御前崎市池新田5585
0537-85-1126
0537-85-1149
kankyo@city.omaezaki.shizuoka.jp

御前崎市池新田5585
0537-85-1126
0537-85-1149
kankyo@city.omaezaki.shizuoka.jp

菊川市

災害対策本部 環境推進班

環境推進課

環境推進課

磐田市

菊川市堀之内61
0537-35-0916
0537-35-0981
kankyou@city.kikugawa.shizuoka.jp
市災害対策本部 生活対策部
磐田市刑部島301
0538-35-3717
0538-36-9797
gomi-taisaku@city.iwata.lg.jp

菊川市堀之内61
0537-35-0916
0537-35-0981
kankyou@city.kikugawa.shizuoka.jp
環境水道部ごみ対策課
磐田市刑部島301
0538-35-3717
0538-36-9797
gomi-taisaku@city.iwata.lg.jp

菊川市堀之内61
0537-35-0916
0537-35-0981
kankyou@city.kikugawa.shizuoka.jp
環境水道部ごみ対策課
磐田市刑部島301
0538-35-3717
0538-36-9797
gomi-taisaku@city.iwata.lg.jp

袋井市

市災害対策本部 環境衛生班

環境政策課環境衛生係

環境政策課環境衛生係

袋井市新屋２－４－１
0538-44-3115
0538-43-2131

袋井市新屋１－１－１
0538-44-3115
0538-44-3185

袋井市新屋１－１－１
0538-44-3115
0538-44-3185

kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

森町

湖西市

袋井消防署森分署（町災害対策本
部）
周智郡森町森48-2
0538-85-0119
0538-85-3950
地震災害警戒本部・災害対策本部
清掃班/し尿対策班
湖西市吉美3294-47
053-577-1280/053-579-0135
053-577-3253/053-579-0165
eisei@city.kosai.shizuoka.jp
genryou@city.kosai.shizuoka.jp

し尿処理施設
東遠広域施設組合
(東遠衛生センター)
御前崎市池新田9035
0537-86-2043
0537-85-3322
toen@city.omaezaki.shizuoka.jp
池新田浄化センター
御前崎市池新田9037-1
0537-85-2998
0537-85-2932
wa04-17002@water-agency.com
東遠広域施設組合
(東遠衛生センター)
御前崎市池新田9035
0537-86-2043
0537-85-3322
toen@city.omaezaki.shizuoka.jp
磐田市衛生プラント
磐田市千手堂2066
0538-32-6733
0538-32-6733
gomi-taisaku@city.iwata.lg.jp

袋井市森町広域行政組合
（袋井衛生センター）
袋井市愛野2961番地
0538-30-0530
0538-30-2530
eisei@city.fukuroi.shizuoka.jp

住民生活課環境衛生係

住民生活課生活保全係

周智郡森町森2101-1
0538-85-6314
0538-85-6311

周智郡森町森2101-1
0538-85-6314
0538-85-6311

袋井市森町広域行政組合
（袋井衛生センター）
袋井市愛野2961番地
0538-30-0530
0538-30-2530

kankyo@town.shizuoka-mori.lg.jp

kankyo@town.shizuoka-mori.lg.jp

eisei@city.fukuroi.shizuoka.jp

焼却施設
牧之原市御前崎市広域施設組合
（環境保全センター）
牧之原市笠名1212
0548-58-0044
0548-58-0444
makionhozen@po4.across.or.jp

掛川市・菊川市衛生施設組合
（環境資源ギャラリー）
掛川市満水2319
0537-23-2273
0537-23-2274
info@kankyoshigen-gallery.jp
磐田市クリーンセンター
磐田市刑部島301
0538-35-3717
0538-36-9797
gomi-taisaku@city.iwata.lg.jp

袋井市森町広域行政組合
（中遠クリーンセンター）
袋井市岡崎6635番地の192
0538-30-0530
0538-30-2530
cleancenter@city.fukuroi.shizuoka.jp
袋井市森町広域行政組合
（中遠クリーンセンター）
袋井市岡崎6635番地の192
0538-30-0530
0538-30-2530
cleancenter@city.fukuroi.shizuoka.jp

最終処分場
牧之原市御前崎市広域施設組合
（環境保全センター）
牧之原市笠名1212
0548-58-0044
0548-58-0444
makionhozen@po4.across.or.jp

棚草最終処分場
菊川市棚草1050-8他100筆
0537-35-2065
0537-35-2065
kankyou@city.kikugawa.shizuoka.jp
磐田市一般廃棄物最終処分場
磐田市藤上原723-4
0538-38-3219
0538-38-3219
gomi-taisaku@city.iwata.lg.jp
中遠広域一般廃棄物最終処分場
周智郡森町一宮3603-3
0538-89-6020
0538-89-6021
中遠広域一般廃棄物最終処分場
周智郡森町一宮3603-3
0538-89-6020
0538-89-6021

中遠広域一般廃棄物最終処分場
周智郡森町一宮3603-3
0538-89-6020
0538-89-6021

衛生課

ごみ減量課

衛生プラント（衛生課）

笠子廃棄物処分場

湖西市白須賀3465
053-579-0135
053-579-0165
eisei@city.kosai.shizuoka.jp

湖西市吉美3294-47
053-577-1280
053-577-3253
genryou@city.kosai.shizuoka.jp

湖西市白須賀3465
053-579-0135
053-579-0165
eisei@city.kosai.shizuoka.jp

湖西市白須賀3985-1961
053-579-1175
053-579-1164
genryou@city.kosai.shizuoka.jp
新居町一般廃棄物最終処分場
湖西市新居町内山2263
053-577-1280
053-577-3253
genryou@city.kosai.shizuoka.jp
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災害時連絡先
自治体
静岡市

浜松市

※表中標記 （上段から）①名称
災害時連絡先
災害対策本部環境部
（廃棄物総括班）

②所在地 ③電話 ④ＦＡＸ
平常時連絡先（し尿）

⑤電子メール
平常時連絡先（ごみ）

ごみ減量推進課

ごみ減量推進課

し尿処理施設
静岡衛生センター
静岡市葵区東千代田三丁目５番１
号
054-261-4416
054-264-8791
haikishori@city.shizuoka.lg.jp
清水衛生センター
静岡市清水区堀込722番地
054-345-5630
054-345-3372
haikishori@city.shizuoka.lg.jp
庵原衛生プラント
富士市中之郷2128番地の１
0545-81-0867
0545-81-3584
haikishori@city.shizuoka.lg.jp

静岡市葵区追手町５番１号

静岡市葵区追手町５番１号

静岡市葵区追手町５番１号

054-221-1075
054-221-1076
gomigenryou@city.shizuoka.lg.jp

054-221-1075
054-221-1076
gomigenryou@city.shizuoka.lg.jp

054-221-1075
054-221-1076
gomigenryou@city.shizuoka.lg.jp

浜松市災害対策本部
廃棄物処理部 総括班
浜松市中区鴨江三丁目1番10号
053-453-6146
053-450-7013
kankyou
@city.hamamatsu.shizuoka.jp

ごみ減量推進課

ごみ減量推進課

西部衛生工場

浜松市中区鴨江三丁目1番10号
053-453-0026
050-3737-2282

浜松市中区鴨江三丁目1番10号
053-453-0026
050-3737-2282

浜松市西区伊左地町1570-2
053-486-3221
053-484-3001

焼却施設
沼上清掃工場

沼上最終処分場

静岡市葵区南沼上1224番地

静岡市葵区北沼上387番地の１

054-262-4015（廃棄物処理課）
054-264-8789（廃棄物処理課）
haikishori@city.shizuoka.lg.jp
西ケ谷清掃工場
静岡市葵区西ケ谷553番地
054-296-0054
054-296-2719
haikishori@city.shizuoka.lg.jp

054-264-6212
054-264-6212
haikishori@city.shizuoka.lg.jp

南部清掃工場

浜松市南区江之島町1715
053-425-3680
053-427-0006
sjminami@city.hamamatsu.shizuoka.j
gomigen@city.hamamatsu.shizuoka.jp gomigen@city.hamamatsu.shizuoka.jp ej-seibu@city.hamamatsu.shizuoka.jp
p
東部衛生工場
西部清掃工場
浜松市東区豊町6441
浜松市西区篠原町26098-1
053-434-4331
053-453-6141（廃棄物処理課）
053-431-0006
053-457-3071
ej-tobu@city.hamamatsu.shizuoka.jp shori@city.hamamatsu.shizuoka.jp
細江し尿処理センター
浜松市北区細江町気賀1900
053-486-3221（西部衛生工場）
053-484-3001
ej-tobu@city.hamamatsu.shizuoka.jp
天竜衛生センター
浜松市天竜区渡ケ島1054-2
053-434-4331（東部衛生工場）
053-431-0006
ej-tobu@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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最終処分場

平和最終処分場
浜松市西区平松町77
053-487-1131
053-484-2001
sjheiwa@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北環境センター
浜松市浜北区灰木172
053-586-8686（浜北環境事業所）
053-586-9843
hkkankyoj@city.hamamatsu.shizuoka.jp
舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
浜松市西区舞阪町舞阪2621-26
053-487-1131（平和清掃事業所）
053-484-2001
sjheiwa@city.hamamatsu.shizuoka.jp
引佐最終処分場
浜松市北区引佐町三岳610-3
053-487-1131（平和清掃事業所）
053-484-2001
sjheiwa@city.hamamatsu.shizuoka.jp

