＜参考資料６＞
地震に関する市町の連絡先等の一覧（平成 30 年 4 月 1 日現在）
１ 「所在市町で震度 5 強以上」の地震が発生した場合の連絡先

市町

担当課

中区役所
長寿保険課
東区役所
長寿保険課
西区役所
長寿保険課
南区役所
長寿保険課
北区役所
長寿保険課
浜北区役所
長寿保険課
天竜区役所
長寿保険課

メール
koureifukushi@city.
shizuoka.lg.jp
kaigohoken@city.
shizuoka.lg.jp
c-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp
e-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp
w-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp
s-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp
n-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp
hk-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp
tn-choju@city.hamamatsu.
shizuoka.jp

沼津市役所

長寿福祉課

chouju@city.numazu.lg.jp

熱海市役所

長寿介護課

三島市役所

介護保険課

kaigo@city.mishima.
shizuoka.jp

055-975-3456 055-983-2607

富士宮市役所

高齢介護支援課

kaigo@city.fujinomiya.lg.jp

0544-28-4345 0544-22-1141

伊東市役所

高齢者福祉課

kourei@city.ito.shizuoka.jp

0557-36-1165 0557-32-1561

災害対策本部
（救助班）
災害対策本部
救援班

fukushi@city.shimada.ｌｇ.jp
bousai_fukushi@div.city.
fuji.lg.jp

0545-51-2040 0545-55-2943

福祉課

koureisya@city.iwata.lg.jp

0538-37-6495 0538-37-4831

高齢者福祉課
静岡市役所
介護保険課

浜松市役所

島田市役所
富士市役所
磐田市役所

kaigohoken@city.atami.ｌｇ.jp

（福祉課）

FAX

電話

054-221-1090 054-221-1201
054-221-1298 054-221-1088
053-459-0323 053-457-2062
053-424-0212 053-424-0186
053-597-1210 053-597-1164
053-425-1569 053-425-1542
053-523-1928 053-523-1144
053-585-2137 053-585-1123
053-922-0321 053-922-0130
055-935-0335 055-934-4873
0557-86-6264 0557-86-6281

0547-37-0235 0547-36-7154

災害対策業務室
焼津市役所

健康福祉部
長寿福祉班

choju@city.yaizu.lg.jp

054-625-0132 054-623-4052

掛川市役所

健康長寿課

choju@city.kakegawa.lg.jp

0537-21-1163 0537-21-1196

市町
藤枝市役所

担当課

メール

介護福祉課

kaigo@city.fujieda.lg.jp

地域包括ケア
推進課

chiikicare@city.fujieda.lg.jp

FAX
054-643-3506

kaigo@city.gotemba.
shizuoka.jp
bousai@city.fukuroi.
shizuoka.jp

電話
054-646-0294
054-643-3144
054‐643‐3225

介護福祉課

袋井市役所

災害対策本部

下田市役所

災害対策本部

shiminhoken@city.shimoda.
lg.jp

裾野市役所

社会福祉課

fukushi@city.susono.
shizuoka.jp

055-992-3681 055-995-1819

湖西市役所

長寿介護課

kourei@city.kosai.lg.jp

053-576-1220

伊豆市役所

長寿介護課

御前崎市役所

高齢者支援課

菊川市役所

長寿介護課

伊豆の国市役所

長寿福祉課

牧之原市役所

高齢者福祉課

東伊豆町役場

健康づくり課

河津町役場

健康福祉課

南伊豆町役場

健康福祉課

松崎町役場

（災害対策本部が設置
されていない場合）

健康福祉課

災害対策本部
健康福祉課
西伊豆町役場

（災害対策本部が設置
されていない場合）

災害対策本部
函南町役場

福祉課

清水町役場

災害対策本部

長泉町役場

災害対策本部

shien@city.izu.shizuoka.
jp
korei@city.omaezaki.
shizuoka.jp
kaigo@city.kikugawa.
shizuoka.jp
sien@city.izunokuni.
lg.jp
hoken@city.makinohara.
shizuoka.jp
kenkou@town.higashiizu.
lg.jp
fukushi@town.kawazu.
shizuoka.jp
kenfuku@town.minamiizu.
shizuoka.jp

0550-84-1046

0550-82-4134
0550-83-1463

御殿場市役所

0538-43-2131
0538-43-2111
0538-43-2132
0558-25-3516
0558-27-1201 0558-25-3534
0558-27-1280

053-576-1104
053-576-1212

0558-74-0151 0558-72-9860
0537-85-1142 0537-85-1118
0537-37-1113 0537-37-1254
0558-76-8029 0558-76-8011
0548-23-0079 0548-23-0076
0557-95-5691 0557-95-1124
0558-34-1811 0558-34-1937
0558-62-2493 0558-62-6233

fukushi@town.matsuzaki.
lg.jp

0558-42-3184 0558-42-3966

soumu@town.matsuzaki.
lg.jp

0558-42-3183

kenkou@town.nishiizu.
shizuoka.jp
bousai@town.nishiizu.
shizuoka.jp
fukushi@town.kannami.lg.jp
anzen@town.shimizu.
shizuoka.jp
bousai@nagaizumi.org

0558-42-1111
（代表番号）

0558-54-1019 0558-52-1116
0558-52-1111
(代表番号)
055-979-8143 055-979-8126
0558-52-1906

055-973-1711 055-973-1111
055-989-5656

055-986-2131
（代表番号）

市町

担当課

小山町役場

災害対策本部

吉田町役場

福祉課

川根本町役場

高齢者福祉課

森町役場

保健福祉課

メール
bousai@town.shizuoka-oya
ma.lg.jp
fukushi@town.yoshida.
shizuoka.jp
koreisha-fukushi@town.
kawanehon.ｌｇ.jp
fukushi@town.shizuoka
-mori.lg.jp

FAX

電話

0550-76-5910 0550-76-5715
0548-33-0361 0548-33-2105
0547-56-1117 0547-56-2234
0538-85-1294 0538-85-1800

※ ｢所在市町で震度 5 強以上」の地震では、「被害の有無」を連絡してください。
※ 「県内で震度 6 弱以上」の地震が発生した場合は、所在地の震度に関わらず、市町へ
「被害の有無」を連絡してください。

※ 震度によって、連絡先などが異なる市町があります。必ず事前に連絡先等を確認してくだ
さい。
震度による各市町の対応等

２

市町

対応等

静岡市役所

震度による連絡先の変更はありません。

浜松市役所

震度による連絡先の変更はありません。

沼津市役所

震度による連絡先の変更はありません。

熱海市役所

震度による連絡先の変更はありません。

三島市役所

震度による連絡先の変更はありません。

富士宮市役所

震度による連絡先の変更はありません。

伊東市役所

島田市役所

震度５強未満の地震でも、被害が予想される時には、高齢者福祉課が各施設
へ電話で被害状況の確認をしています。
震度４以上で「情報収集及び連絡活動体制」、震度５弱以上で「災害対策本部」
が 設 置 さ れ る の で 、 震 度 ４ 以 上 の 場 合 は （ 電 話 ： 0547-36-7154 、 FAX ：
0547-37-0235）へ連絡してください。
また、震度３以下で被害が発生した場合は保健福祉センターの長寿介護課へ
連絡してください。
電話：0547-34-3294

富士市役所

FAX：0547-34-3289

・市内で震度５弱以上の地震が発生した時は、災害対策本部が設置されるの
で、災害対策本部救援班に連絡してください。
電話：0545-55-2943 FAX：0545-51-2040
・市内で震度４以下の地震が発生した時は、富士市役所福祉総務課に連絡して
ください。
電話：0545-55-2840 FAX：0545-52-2290

磐田市役所

震度による連絡先の変更はありません。

焼津市役所

・市内で震度５弱以上の地震が発生した時は、消防防災センター内に設置され
る災害対策業務室の健康福祉部・長寿福祉班に連絡してください。
電話：054-623-4052 FAX：054-625-0132
・市内で震度５弱未満の地震が発生した時は、アトレ庁舎の地域包括ケア推進
課に連絡してください。
電話：054-626-1117 FAX：054-621-0034

掛川市役所

震度による連絡先の変更はありません。

藤枝市役所

震度による連絡先の変更はありません。

御殿場市役所

震度による連絡先の変更はありません。

市町

袋井市役所

対応等
震度４以上の場合は災害対策本部へ連絡
（電話：0538-43-2111 FAX：0538-43-2131･2132 ）
震度３以下で災害対策本部未設置の場合は、市民課へ連絡
（電話：0538-44-3152 FAX：0538-43-6285 ）
メールshimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
月曜日～金曜日（休日を除く）の午前8時30分から午後5時15分

下田市役所

震度５強以上の場合は災害対策本部へ連絡
（電話：0558-25-3516・25-3534・27-1280 FAX：0558-27-1201 ）
震度５弱以下で災害対策本部未設置の場合は、市民保健課へ連絡
（電話：0558-22-2077 FAX：0558-22-1030 ）
メール（共通）：shiminhoken@city.shimoda.lg.jp

裾野市役所

震度による連絡先の変更はありません。

湖西市役所

震度による連絡先の変更はありません。

伊豆市役所

平日の勤務時間外に震度５弱以上で、被害が発生した場合の連絡先
総務部 防災安全課 消防・防災スタッフ
電話：0558-72-9867 FAX：0558-72-6588 メール：bousai@city.izu.shizuoka.jp

御前崎市役所

市内で震度５弱以上の地震が発生した場合には、高齢者支援課
（電話：0537-85-1118）宛、被害の有無を問わず連絡願います。

菊川市役所

震度による連絡先の変更はありません。

伊豆の国市役所

震度による連絡先の変更はありません。

牧之原市役所

震度による連絡先の変更はありません。

東伊豆町役場

町内で震度５弱以上の地震が発生した場合には、健康づくり課
（電話：0557-95-1124）宛、被害の有無を問わず連絡願います。

河津町役場

町内で震度５弱以上の地震が発生した場合には、健康福祉課
（電話：0558-34-1937）宛、被害の有無を問わず連絡願います。

南伊豆町役場

町内で震度５弱以上の地震が発生した場合には、健康福祉課宛、被害の有無
を問わず連絡願います。

松崎町役場

被害報告等の情報を受信する部署は震度により変更されるのではなく、災害対
策本部が設置されたか否かによります。災害対策本部が設置されていない場
合、健康福祉課で受信することになります。
（災害対策本部の設置は被害状況等に応じて判断されます。）

市町

対応等

西伊豆町役場

被害報告等の情報を受信する部署は震度により変更されるのではなく、災害対
策本部が設置されたか否かによります。災害対策本部が設置されていない場
合、健康福祉課で受信することになります。
（災害対策本部の設置は被害状況等に応じて判断されます。）

函南町役場

震度による連絡先の変更はありません。
災害対策本部未設置の場合は福祉課に連絡してください。

清水町役場

・震度４以上の場合の連絡は災害対策本部
（電話：055-973-1111 FAX：055-973-1711
メール：anzen@town.shimizu.shizuoka.jp）にしてください。
・震度３以下の場合の連絡は、長寿介護課介護保険係
（電話：055-981-8213 FAX：055-973-1959
メール：kaigo@town.shimizu.shizuoka.jp）にしてください。

長泉町役場

・震度４以上の場合の連絡先は、災害対策本部
（電話：055-986-2131 FAX：055-989-5656 メール：bousai@nagaizumi.org ）
・震度３以下の場合の連絡先は、長寿介護課
（電話：055-989-5511 FAX：055-989-5515 メール：kaigo@nagaizumi.org ）

小山町役場

・震度５弱以上の場合の連絡先は、災害対策本部
（電話：0550-７6-5715 FAX：0550-76-5910 メール：bousai@town.shizuoka-oyama.lg.jp ）
・震度４以下の場合の連絡先は、介護長寿課
（電話：0550-76-6669FAX：0550-76-4770メール：kaigo@town.shizuoka-oyama.lg.jp ）

吉田町役場
川根本町役場

森町役場

状況に応じて災害対策本部が設置されますが、連絡先に変更はありません。
・震度による連絡先の変更はありません。
・震度５弱以下の地震が発生した場合でも、被害が予想される場合には状況を
確認します。（高齢者福祉課長寿介護室 電話0547-56-2234）
震度による連絡先の変更はありません。

※けがなどの「人的被害」や建物の損壊などの｢物的被害｣（21 ページの｢具体的な例示｣を参
照）が発生した場合は、震度に関わらず、市町へ「被害の内容」を連絡してください。
※「県内で震度 6 弱以上」の地震が発生した場合は、所在地の震度に関わらず、市町へ
「被害の有無」を連絡してください。

＜参考資料２＞
風水害に関する市町の連絡先一覧（平成 30 年 4 月 1 日現在）
市町

静岡市役所

浜松市役所

担当課

メール

FAX

電話

高齢者
福祉課

koureifukushi@
city.shizuoka.lg.jp

054-221-1090 054-221-1201

介護保険課

kaigohoken@
city.shizuoka.lg.jp

054-221-1298 054-221-1088

中区役所
長寿保険課

c-choju@city.hama
matsu.shizuoka.jp

053-459-0323 053-457-2062

東区役所
長寿保険課

e-choju@city.hama
matsu.shizuoka.jp

053-424-0212 053-424-0186

西区役所
長寿保険課

w-choju@city.hama
matsu.shizuoka.jp

053-597-1210 053-597-1164

南区役所
長寿保険課

s-choju@city.hama
matsu.shizuoka.jp

053-425-1569 053-425-1542

北区役所
長寿保険課

n-choju@city.hama
matsu.shizuoka.jp

053-523-1928 053-523-1144

浜北区役所
長寿保険課

hk-choju@city.hama
053-585-2137 053-585-1123
matsu.shizuoka.jp

天竜区役所
長寿保険課

tn-choju@city.hama
053-922-0321 053-922-0130
matsu.shizuoka.jp
chouju@city.
055-935-0335 055-934-4873
numazu.lg.jp
kaigohoken@city.ata
0557-86-6264 0557-86-6281
mi.ｌｇ.jp

沼津市役所

長寿福祉課

熱海市役所

長寿介護課

三島市役所

介護保険課

kaigo@city.mishima.
shizuoka.jp

富士宮市役所

高齢介護支
援課

kaigo@city.fujinomiy
0544-28-4345 0544-22-1141
a.lg.jp

伊東市役所

島田市役所

高齢者
福祉課
災害対策室
（災害対策本部が
設置された場合）

長寿介護課
福祉総務課
富士市役所

（災害対策本部が設置
されていない場合）

災害対策
本部救援班

備考

055-975-3456 055-983-2607

kourei@city.ito.
shizuoka.jp

0557-36-1165 0557-32-1561

kikikanri@city.shima
da.lg.jp

0547-35-6000 0547-36-7188

kaigo@city.shimada.
lg.jp

0547-34-3289 0547-34-3294

fu-fukushisoumu@div.
city.fuji.lg.jp

0545-52-2290 0545-55-2840

bousai_fukushi@div.
city.fuji.lg.jp

0545-51-2040 0545-55-2943

プラザお
おるり内

市町

担当課
地域包括ケア
推進課

焼津市役所

（災害対策本部が設置
されていない場合）

災害対策本部
磐田市役所

福祉課

掛川市役所

健康長寿課

藤枝市役所

御殿場市役所

地域包括ケア
推進課

chiikicare@city.
fujieda.lg.jp

介護福祉課

FAX

電話

054-621-0034 054-626-1117

054-643-3506

054-646-0294
054-643-3144
054‐643‐3225

kaigo@city.gotemba.
0550-82-4134
0550-84-1046
shizuoka.jp
0550-83-1463
対策本部
0538-43-2131
0538-43-2111 設置時及び
0538-43-2132
休日・夜間

災害対策本部

bousai@city.
fukuroi.shizuoka.jp

市民課

shimin@city.fukuroi.
shizuoka.jp

0538-43-6285 0538-44-3152

shiminhoken@city.
shimoda.lg.jp

0558-22-1030 0558-22-2077

shiminhoken@city.
shimoda.lg.jp

0558-22-1030 0558-22-2077

shiminhoken@city.
shimoda.lg.jp

0558-25-3516
0558-27-1201 0558-25-3534
0558-27-1280

市民保健課
災害対策本部
（庁舎内に設置され
た場合）

災害対策本部
（庁舎外に設置され
た場合）

裾野市役所

社会福祉課

湖西市役所

長寿介護課
長寿介護課

御前崎市役所

高齢者
支援課

菊川市役所

長寿介護課

伊豆の国市役所

長寿福祉課

牧之原市役所

高齢者
福祉課

東伊豆町役場

健康づくり課

備考

bousaikeikaku@city.
054-623-1274 054-623-1269
yaizu.lg.jp
koureisya@city.
0538-37-6495 0538-37-4831
iwata.lg. jp
choju@city.kakegaw
0537-21-1163 0537-21-1196
a.lg.jp
kaigo@city.fujieda.lg.
jp

（災害対策本部が設置
されていない場合）

伊豆市役所

choju@city.yaizu.lg.
jp

介護福祉課

袋井市役所

下田市役所

メール

fukushi@city.susono
055-992-3681 055-995-1819
.shizuoka.jp
kourei@city.kosai.
lg.jp
shien@city.izu.
shizuoka.jp
korei@city.omaezaki.
shizuoka.jp
kaigo@city.kikugawa
.shizuoka.jp
sien@city.izunokuni.
lg.jp
hoken@city.makinoh
ara.shizuoka.jp
kenkou@town.higas
hiizu.lg.jp

053-576-1220

053-576-1104
053-576-1212

0558-74-0151 0558-72-9860
0537-85-1142 0537-85-1118
0537-37-1113 0537-37-1254
0558-76-8029 0558-76-8011
0548-23-0079 0548-23-0076
0557-95-5691 0557-95-1124

勤務時間
のみ

市町

河津町役場

南伊豆町役場

担当課

メール

健康福祉課
（災害対策本部が設置
されていない場合）

fukushi@town.kawa
zu.shizuoka.jp

0558-34-1811 0558-34-1937

災害対策
本部

soumu@town.kawaz
u.shizuoka.jp

0558-34-0099

福祉介護課

fukukai@town.mina
miizu.shizuoka.jp

0558-62-2493 0558-62-6233

（災害対策本部が設置
されていない場合）

fukushi@town.mats
uzaki.lg.jp

0558-42-3184 0558-42-3966

災害対策
本部

soumu@town.mats
uzaki.lg.jp

0558-42-3183

健康福祉課

kenkou@town.nishii
zu.shizuoka.jp

0558-54-1019 0558-52-1116

健康福祉課
松崎町役場

西伊豆町役場

函南町役場

（災害対策本部が設置
されていない場合）

災害対策
本部
災害対策本
部（総務課）
福祉課

清水町役場

長泉町役場

FAX

電話

備考

0558-34-1111
（代表番号）

0558-42-1111
（代表番号）

0558-52-1111
bousai@town.nishii
0558-52-1906
(代表番号)
zu.shizuoka.jp
soumu@town.kanna
055-978-1197 055-979-8102
mi.lg.jp
fukushi@town.kanna
055-979-8143 055-979-8126
mi.lg.jp

災害対策
本部

anzen@town.shimiz
u.shizuoka.jp

055-973-1711 055-973-1111

長寿介護課
（災害対策本部が設置
されていない場合）

kaigo@town.shimiz
u.shizuoka.jp

055-973-1959 055-981-8213

災害対策
本部

bousai@nagaizumi.
org

055-989-5656 055-989-5505

警報
発令時

長寿介護課

kaigo@nagaizumi.
org

055-989-5515 055-989-5511

警報
発令時
以外

介護長寿課

kaigo@town.shizuok
a-oyama.lg.jp

小山町役場
災害対策
本部

0550-76-6669

勤務時間

0550-76-1111

夜間

0550-76-4770

休日

bousai@town.shizuo
0550-76-5910 0550-76-5715
ka-oyama.lg.jp
fukushi@town.
0548-33-0361 0548-33-2105
yoshida.shizuoka.jp

吉田町役場

福祉課

川根本町役場

総務課

soumu@town.
kawanehon.lg.jp

0547-56-2235 0547-56-2220

森町役場

保健福祉課

fukushi@town.
shizuoka-mori.lg.jp

0538-85-1294 0538-85-1800

※災害によって連絡先が、異なる場合があります。必ず連絡先を確認しておいてください。

