
個所別表

（広域医療搬送拠点）
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● 基本情報

 消防本部

 最寄りのＩＣ

 最寄りのＩＣからの距離（ｋｍ）

 最寄りのＩＣからのルート

● 位置図

自衛隊 　 34度09分05秒

０８８－６７２－７１１１

医療搬送拠点　1

板野郡板野町那東字キビガ谷４５－２２

 拠点区分

 名称

 所在地

 名称

 住所

134度26分37秒東経

施
設

 座標

消防 電話

徳島自動車道：藍住ＩＣ　　高松自動車道：板野IＣ

藍住IＣから８ｋｍ　　板野ＩＣから６ｋｍ

防災拠点　個所別表

管理
者

経
路

備
考

徳島市万代町１丁目１番地

拠点番号

電話

電話

０８８－６２１－２８３７

広域医療搬送拠点

あすたむらんど徳島

北緯

徳島県商工労働部にぎわいづくり課

ＦＡＸ

０８８－６２１－２１３２

０８８－６７２－０１９８

・【藍住ＩＣ】　～　（主1）徳島引田線　～　（主12）鳴門池田線　～　（主1）徳島引田線　～　町道　～　あすたむらんど徳島
・【板野ＩＣ】　～　（一229）板野インター線　～　（主12）鳴門池田線　～　（主1）徳島引田線　～　町道　～　あすたむらんど徳島

板野西部消防組合消防本部

徳島自動車道

高松自動車道

板野IＣ

板野町役場

あすたむらんど徳島

徳島ＩＣから

Ｎ

大塚製薬工場

徳島スポーツ
ビレッジ

（一229）
板野ｲﾝﾀｰ線

（主12）
鳴門池田線

（主1）
徳島引田線

あすたむらんど徳島
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● 施設及び用途

● 施設概要

普通車駐車場

大型車駐車場

規模施設

普通車駐車場

平 常 時 （ 現 況 ）

→ ヘリポート

→ ＳＣＵ敷地

→
くつろぎ館（レストラン） → 宿泊棟

大型、中型、小型

災    害    時

ヘリポート→
用途 備考

あすたむらんど徳島

大塚製薬工場

徳島スポーツ
ビレッジ

Ｎ

ヘリポート

ヘリポート

ヘリポート
ヘリポート

ＳＣＵ

宿泊棟

宿泊棟
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行政区画及び連絡先

248



0

249



行政区画図

○徳島県
担当課 郵便番号

徳島県庁 企画課 770-8570

県立防災センター 771-0204

徳島県消防防災航空隊 771-0219

南部総合県民局 防災担当 779-2305

西部総合県民局 防災担当 779-3602

○市町村
担当課 郵便番号

徳島市 危機管理課 770-8571

鳴門市 防災安全課 772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜１７０

小松島市 災害対策課 773-8501 小松島市横須町１－１

阿南市 市民安全局 774-8501 阿南市富岡町トノ町１２－３

吉野川市 防災対策課 776-8611 吉野川市鴨島町鴨島１１５－１

阿波市 防災対策課 771-1792 阿波市東原１７３

美馬市 危機管理課 777-8577 美馬市穴吹町穴吹字九反地５

三好市 危機管理室 778-8501 三好市池田町シンマチ１５００－２

勝浦町 総務税務課 771-4395 勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３

上勝町 総務課 771-4501 勝浦郡上勝町大字福原字下横峯３－１

佐那河内村 総務企画課 771-4195 名東郡佐那河内村下字中辺７１－１

石井町 総務課 779-3295 名西郡石井町高川原字高川原１２１－１

神山町 総務課 771-3395 名西郡神山町神領字本野間１００

那賀町 地域防災課 771-5295 那賀郡那賀町和食郷字南川１０４－１

美波町 消防防災課 779-2395 海部郡美波町奥河内字本村１８－１

牟岐町 総務課 775-8570 海部郡牟岐町大字中村字本村７－４

海陽町 防災課 775-0295 海部郡海陽町大里字上中州１２８

松茂町 総務課 771-0295 板野郡松茂町広島字東裏３０

北島町 総務課 771-0285 板野郡北島町中村字上地２３－１

藍住町 総務課 771-1292 板野郡藍住町奥野字矢上前５２－１

板野町 総務課 779-0192 板野郡板野町吹田字町南２２－２

上板町 総務課 771-1392 板野郡上板町七條字経塚４２

つるぎ町 総務課 779-4195 美馬郡つるぎ町貞光字東浦１－３

東みよし町 総務課 779-4795 三好郡東みよし町加茂３３６０

0883-53-2391 0883-53-2434 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

市町村名 電話番号 ファクシミリ 住所

機関名

088-621-2716 088-621-2987

088-683-2100 088-683-2002

電話番号 ファクシミリ

088-683-4119 088-683-4121

0884-74-7273 0884-77-3851

住所

徳島市万代町１－１

板野郡北島町鯛浜字大西165

板野郡松茂町笹木野八北開拓353

海部郡美波町奧河内字弁才天17番地

0883-62-3111 0883-62-4944

0883-82-6303 0883-76-1010

088-672-5980 088-672-5553

088-694-6801 088-694-5903

088-698-9801 088-698-3642

088-637-3111 088-637-3154

0884-73-4163 0884-73-3097

088-699-8710 088-699-6010

0884-77-3619 0884-77-1666

0884-72-3411 0884-72-2716

088-676-1111 088-676-1100

0884-62-1121 0884-62-1177

088-679-2113 088-679-2125

088-674-1111 088-675-1500

0885-42-2511 0885-42-3028

0885-46-0111 0885-46-0323

0883-52-1677 0883-53-9919

0883-72-7625 0883-72-7203

0883-22-2235 0883-22-2248

0883-35-4166 0883-35-3942

0885-32-2227 0885-32-3522

0884-22-9191 0884-22-6772

088-621-5527 088-625-2820 徳島市幸町２－５

088-684-1711 088-684-1336

市役所、町村役場

県合同庁舎等

三好庁舎（旧池田）
Ｔｅｌ：0883-76-0372

美馬庁舎（旧脇町）
Ｔｅｌ：0883-53-2038

美波庁舎（旧日和
佐）

那賀庁舎（旧相生）
Ｔｅｌ：0884-62-0069

阿南庁舎（旧阿南）
Ｔｅｌ：0884-24-4170

徳島合同庁舎

鳴門合同庁舎

川島合同庁舎

南部総合県民局

西部総合県民局
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○徳島県警察署等　一覧
警察署名

徳島県 088-622-3101 770-8510

警察本部 徳島市万代町２丁目５番地１

徳島東 088-624-0110 770-0856

警察署 徳島市中洲町1丁目18番2

徳島西 088-632-0110 770-0044

警察署 徳島市庄町3丁目5番地

徳島北 088-698-0110 771-0204

警察署 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地の1

鳴門 088-685-0110 772-0032

警察署 鳴門市大津町吉永755番7

小松島 0885-32-0110 773-0010

警察署 小松島市日開野町字崎田26番地

阿南 0884-22-0110 774-0030

警察署 阿南市富岡町トノ町1番地4

那賀 0884-62-0110 771-5203

警察署　　 那賀郡那賀町和食郷字南川171番地の3

牟岐 0884-72-0110 775-0006

警察署 海部郡牟岐町大字中村字山田2番地の1

板野 088-672-0110 779-0105

警察署 板野郡板野町大寺字大向34番地1

石井 088-674-0110 779-3233

警察署 名西郡石井町石井字石井1339番地の1

吉野川 0883-25-6110 779-3301

警察署 吉野川市川島町川島550番地1

阿波 0883-36-7110 771-1610

警察署 阿波市市場町香美字原田324番地1

美馬 0883-52-0110 779-3601

警察署 美馬市脇町字拝原1976番地の1

つるぎ 0883-62-3110 779-4101

警察署 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀40番地の2

三好 0883-72-0110 778-0001

警察署 三好市池田町ウエノ3039番地1

那賀郡那賀町

阿南市

板野郡藍住町、板野町、上板町

海部郡

吉野川市

名西郡

美馬市（つるぎ署の管轄に属する地域を除く）

阿波市

電話番号 住所 管轄区域

名東郡佐那河内村

徳島市（徳島西署、徳島北署の管轄に属する地域を除く）

小松島市

勝浦郡

徳島市川内町、応神町

板野郡松茂町、北島町

徳島県警察署管内区分図

三好郡（つるぎ署の管轄に属する地域を除く）

徳島市佐古一番町～八番町、南佐古一番町～八番町、北佐古一番
町・二番町、佐古山町、田宮町、南・北田宮、春日町、春日、南・北矢
三町、南・中・北島田町、蔵本町、鮎喰町、名東町、加茂名町、不動
本・東・西・北町、入田町、中吉野町4丁目、上助任町三本松、一宮
町、下町、国府町

徳島県全域

美馬市美馬町、美馬郡、

三好郡東みよし町毛田1613番地～2681番地、4095番地～4773番地

三好郡東みよし町中庄2965番地～4172番地

三好市

鳴門市

県警本部

警察署

みよし警察署

石井警察署

吉野川警察署

阿波警察署

美馬警察署

つるぎ警察署

小松島警察署

徳島東警察署

徳島西警察署

徳島北警察署

鳴門警察署

板野警察署

牟岐警察署

那賀警察署

阿南警察署
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○徳島県警察署等　一覧

徳島市消防局 徳島市新蔵町1丁目88 088-656-1199
東消防署 徳島市新蔵町1丁目88 088-656-1195
西消防署 徳島市庄町1丁目76-3 088-631-0119

鳴門市消防本部 鳴門市撫養町南浜字東浜170 088-684-1335
消防署 鳴門市撫養町南浜字東浜170 088-685-2009

小松島市消防本部 小松島市横須町1-1 0885-33-0119
消防署 小松島市横須町1-1 0885-33-0119

阿南市消防本部 阿南市辰己町1-33 0884-22-1120
消防署 阿南市辰己町1-33 0884-22-1120

名西消防組合 石井町高川原字高川原66-8 088-674-6788
石井消防署 石井町高川原字高川原66-8 088-674-6788
神山消防署 神山町神領字大埜地393-2 088-676-1199

海部消防組合 牟岐町大字川長字新光寺98-1 0884-72-0600
牟岐出張所 牟岐町大字川長字新光寺98-1 0884-72-0999
日和佐出張所 0884-77-0999
丹生谷消防署 那賀町百合字石橋250 0884-62-1119
海南消防署 海陽町大里字松ノ本67-1 0884-73-0999

板野東部消防組合 北島町北村字大開11-1 088-698-9903
第一消防署 北島町北村字大開11-1 088-698-9903
第二消防署 藍住町笠木字中野174-1 088-692-2424

板野西部消防組合 板野町羅漢字前田35 088-672-0198
消防署 板野町羅漢字前田35 088-672-0198

徳島中央広域連合消防本部 吉野川市鴨島町上下島431-17 0883-24-1702
東消防署 吉野川市鴨島町上下島431-17 0883-24-1702
西消防署 吉野川市山川町三島30-5 0883-42-2029
中消防署 阿波市土成町秋月字月成12 088-695-2149

美馬市消防本部 美馬市脇町字拝原1742-1 0883-52-3025
消防署 美馬市脇町字拝原1742-1 0883-52-3025
木屋平分署 美馬市川井 0883-68-2100

美馬西部消防組合 美馬市美馬町字天神119 0883-63-2214
消防署 美馬市美馬町字天神119 0883-63-2214
一宇分署 つるぎ町赤松 0883-67-2938

みよし広域連合消防本部 東みよし町足代345-1 0883-79-5119
東消防署 東みよし町足代345-1 0883-79-2195
池田消防署 三好市池田町サラダ1612-14 0883-72-0177
西消防署 三好市山城町大川持501-7 0883-86-1119
祖谷分署 三好市和田 0883-76-5111

徳島県消防防災航空隊 松茂町笹木野 088-683-4119

消防管内区分図

機関名 電話番号住所

消防本部

消防署

みよし広域連合

っ

美馬西部消防
組合消防本部

美馬市消防本部

徳島中央広域連合消防本

板野東部消防組合消防本
部

名西消防組合消防本部

鳴門市消防本部

板野東部消防組合消防本
部

小松島市消防本
部

阿南市消防本部

海部消防組
合消防本部

徳島市消防局
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防災関係機関連絡一覧表
平成19年1月

(1)指定地方行政機関

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 総務監察・広域調整部災害
対策官

(087)833-2111(代表)

四国管区警察局  (防災)
　　内線5860,5531

〒760-0008        '5532

高松市中野町19-7  (国民保護等)
総務監察・広域調整第二課    内線5010,5531

(夜間・休日等)
　　総合当直室

　　内線2070,2071

(ＦＡＸ)
　　(087)861-5497

☆ 総務部総務課 (国民保護等)
広島防衛施設局 (082)223-8284
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-

広島合同庁舎４号館

○☆ 無線通信部陸上課 (089)936-5066
四国総合通信局

(ＦＡＸ)
〒790-8795 　　(089)936-5008
松山市宮田町8-5

○☆ 総務課 （8:15～17:30）
四国財務局 (088)622-5181
徳島財務事務所

（上記時間以外及び休日）

〒770-0941 　　(088)622-5184
徳島市万代町3-5   (徳島財務事務所)
徳島第２地方合同
庁舎内 (ＦＡＸ)

　　(088)654-9030
  (徳島財務事務所)

☆ (国民保護等)
神戸税関小松島 (0885)32-0326
税関支署

〒773-0001 (ＦＡＸ)
小松島市小松島町字外
開1番の11

　  (0885)32-2701

※　機関名の｢○｣は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 総務課 (087)851-9565
四国厚生支局

(ＦＡＸ)
〒760-0066 　    087-822-6299
高松市福岡町4-28-15

○☆ 総務部総務課 (088)652-9164
徳島労働局

(夜間・休日等)

〒770-0851 　　(088)652-9164
徳島市徳島町城内6-6 労働基準部安全衛生課
徳島地方合同庁舎 (ＦＡＸ)

　　(088)622-3570

○☆ 農産課 (086)224-4511
中国四国農政局  (防災)

　内線2410･2412
〒700-8532  (国民保護等)
岡山市下石井1-4-1   内線2115･2128

岡山第２地方合同庁舎 (夜間・休日等)

企画調整室 　　(086)224-9411

(ＦＡＸ)
  (防災)
　　(086)232-7225
  (国民保護等)
    (086)235-8115

○ 農政推進課 (088)622-6131
中国四国農政局
徳島農政事務所 (夜間・休日等)

　災害時優先電話
〒770-0943 　　(088)622-6132
徳島市中昭和町2- 　　(088)622-6240
32

(ＦＡＸ)
　　(088)626-2091

○☆ 企画調整室 (088)821-2160
四国森林管理局

(ＦＡＸ)
〒780-8528 　　(088)821-2025
高知市丸の内1-3-30

○ 総務課 (088)637-1230

徳島森林管理署
業務課 (ＦＡＸ)

〒771-0117 　　(088)666-1818
徳島市川内町鶴島239-1 治山課

※　機関名の｢○｣は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 総務課 (087)831-9418(直)
四国経済産業局 (087)831-3141(代）

〒760-8512
高松市番町1-10-6 (夜間・休日等)

　　(087)831-3141
　     （守衛室）

(ＦＡＸ)
　　(087)831-0165

○☆ 管理課 (087)831-3141(代）
中国四国産業保安
監督部四国支部 (夜間・休日等)

　　(087)831-3141
〒760-8512 　　　　　　(守衛室)

高松市番町1-10-6 (ＦＡＸ)
　　(087)835-2504

○☆ 企画部 (087)851-8061
四国地方整備局

(夜間・休日等)
〒760-8554 　　(087)822-2418

高松市福岡町     (087)811-2670
4-26-32 防災課

(ＦＡＸ)
　　(087)851-2374
（災害時ＦＡＸ）
　　(087)851-2374

○ 港湾空港防災・危機管理課 (087)832-5786
四国地方整備局
(港湾空港部) (夜間・休日等)

　　(087)832-5786
〒760-0017 災害時優先
高松市番町3-4-18 　　(087)831-0180

(ＦＡＸ)
 　　(087)832-5804

○ 河川関係 (088)654-2211
四国地方整備局
徳島河川国道事務所 (夜間・休日等)

　　(088)626-4156
〒770-0803

徳島市上吉野町3- (ＦＡＸ)
35 道路関係 　　(088)654-9450

(道路管理第一課ＦＡＸ)
 (088)654-9620

※　機関名の｢○｣は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す

255



機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○ 調査課 (0884)22-6461
四国地方整備局
那賀川河川事務所 (ＦＡＸ)

　　(0884)22-7062
〒774-0011 管理課
阿南市領家町室の内390

○ 調査課 (0883)72-5400
四国地方整備局
四国山地砂防事務所 (ＦＡＸ)

　　(0883)72-5741
〒779-4806
三好市井川町西井
川68-1

○ 管理課 (0883)72-3000
四国地方整備局
吉野川ダム統合管 (夜間・休日等)

理事務所 　　(0883)72-3000
調査課   　　　　(代表･宿直室)

〒778-0040
三好市池田町字西山谷
尻4235-1

(ＦＡＸ)
　　(0883)72-4294　(管)
　　(0883)76-0301　(調)

○ 工務課 (0885)32-3357
四国地方整備局
小松島港湾･空港整備事
務所

(ＦＡＸ)

　　(0885)35-0010
〒773-0001
小松島市小松島町

字新港9-3

○ 交通環境部 (087)825-1173
四国運輸局 環境・安全防災課 　（直通）

〒760-0064 (ＦＡＸ)
高松市朝日新町１番３
０号

　　(087)822-3412

※　機関名の｢○｣は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 総務企画課 (088)622-7622
四国運輸局
徳島運輸支局 (ＦＡＸ)

　　(088)654-0790
本庁舎

〒770-0941
徳島市万代町３－５－

応神町庁舎 輸送課 (088)641-4811（輸送課）
(088)641-4813（整備課）

〒771-1156  
徳島市応神町応神 整備課 (ＦＡＸ)
産業団地1-1 　　(088)641-4814

○☆ (088)699-2980
大阪航空局
徳島空港事務所

〒771-0219 (ＦＡＸ)
板野郡松茂町笹木野 　　(088)699-4470

○☆ 防災業務課 (地上系のみ) (088)626-0676
徳島地方気象台 221-3 　　　(防災業務課)

(ＦＡＸ)
〒770-0864 (ＦＡＸ) 　　(088)626-0680
徳島市大和町2-3-36 221-9      （防災業務課)

(ＦＡＸ)
　　(088)652-9407
        （技術課）

○☆ 警備救難課 (地上系のみ) (0885)33-2244
徳島海上保安部 396-3  

(ＦＡＸ)
〒773-0001 　　(0885)33-2245
小松島市小松島町  
字外開1-11

※　機関名の｢○｣は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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防災関係機関連絡一覧表

(2)自衛隊関係

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○ 第３部 (衛星系のみ) (0877)62-2311
陸上自衛隊 037-466-502  ※内線233,234,239
第１４旅団司令部

(夜間休日等）
〒765-8502 (夜間休日等） 　　(0877)62-2311
善通寺市南町2-1-1 037-466-505 　　内線208(当直幕僚)

(ＦＡＸ)
(FAX・衛星系のみ) 　　(0877)62-2311
037-466-581 　　内線237(24時間)

○☆ 第３科 (0877)62-2311
陸上自衛隊 　内線436,437
第１４旅団
第１５普通科連隊 (夜間・休日等)

　　(0877)62-2311
〒765-8502 　　　　　内線404
善通寺市南町2-1-1 　　　(部隊当直室)

(ＦＡＸ)
　　(0877)62-2311
　　　　　内線438

○ 募集課 (088)623-2220
自衛隊         ～2222
徳島地方連絡部

(夜間・休日等)

〒770-0862 　　(088)623-2220
徳島市城東町2-6- 総務課         ～2222
25

(ＦＡＸ)
　　(088)623-2319

☆ 防衛部 (国民保護等)
海上自衛隊 (0823)21-4193
呉地方総監部 (夜間休日等）

　　(0823)21-4193
〒737-8554 　
呉市幸町8-1 (ＦＡＸ)

　　(0823)22-5692

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○ 幕僚室 (地上系のみ) (0885)37-2111
海上自衛隊 397-3 ※内線213～217
小松島航空隊

(ＦＡＸ) (夜間・休日等)
〒773-8601 397-9 　　(0885)37-2111
小松島市和田島町 　　（当直士官）
字洲端4-3

(ＦＡＸ)

　　(0885)37-1138

○ 司令部 (地上系のみ) (088)699-5111
海上自衛隊 355-3 　内線3213
徳島教育航空群

(ＦＡＸ) (夜間・休日等)
〒771-0292 355-9  (088)699-5111
板野郡松茂町住吉 　内線3222,3223(当直士官)

字住吉開拓38
(ＦＡＸ)

　　(088)699-5116

☆ 防衛部 (国民保護等)
航空自衛隊 (04)2953-6131
中部航空方面隊    内線2233
司令部 (夜間休日等）

(04)2953-6131
〒350-1394 　 内線2204(当直)

狭山市稲荷山2-3 (ＦＡＸ)
(04)2953-6131
   内線2269

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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防災関係機関連絡一覧表

(3)指定公共機関

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 企画部 (089)936-5126
日本郵政公社 企画課  
四国支社 (夜間・休日等)

　　(089)936-5117
〒790-8797 　　　　　　(受付)
松山市宮田町8-5 (ＦＡＸ)

　　(089)945-6821

○ 総務課 (088)622-2104
徳島中央郵便局 　　　　（総務課）

〒770-8799 (夜間・休日等)
徳島市八百屋町1-2 　　(088)622-7010

        （郵便課）

(ＦＡＸ)
　　(088)623-9205

○ 総務課 (087)825-1102
日本銀行高松支店 (087)825-1103

(087)825-1107
〒760-0023

高松市寿町2-1-6 (ＦＡＸ)
　　(087)826-1067

○☆ (088)622-3126
日本銀行 　　　　　'3127
徳島事務所

(ＦＡＸ)
〒770-0901 　　(088)655-7167
徳島市西船場町2-24-1

○☆ 事業推進課 (地上系のみ) (088)631-6000
日本赤十字社 374-3
徳島県支部 (ＦＡＸ)

　　(088)631-6100
〒770-0044 総務課  
徳島市庄町3-12-1

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議。「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 放送部 (地上系のみ) (088)626-5975
日本放送協会 372-3
徳島放送局 (夜間・休日等)

　　(088)626-5975
〒770-8554
徳島市南前川町2- (ＦＡＸ)
4 　　(088)626-5974

○☆ (088)641-4401
西日本高速道路
（株）
四国支社 (088)641-4404(災害優先)
徳島管理事務所

(ＦＡＸ)
〒771-1151 　　(088)641-4403
徳島市応神町古川
宮ノ前39-1

○ (088)665-1435
独立行政法人
水資源機構 (夜間・休日等)
旧吉野川河口堰管理所 　　(088)665-1435(管理所)

(ＦＡＸ)
〒771-0144 　　(088)665-1374
徳島市川内町榎瀬841

○ 第二管理課 (0883)72-2053
独立行政法人 （池田ダムに関する連絡先） 　
水資源機構
池田総合管理所 (夜間・休日等)

　　(0883)72-2050
〒778-0040 第一管理課  
三好市池田町西山谷尻
4235-1

（上流の早明浦ダム、新宮
ダム、富郷ダムに関する連
絡先）

(ＦＡＸ)
総務課 　　(0883)72-6376
（上記の連絡が取れない場
合の連絡先）

○☆ 計画課 (088)687-2167
本州四国連絡高速道路
(株)
鳴門管理センター (ＦＡＸ)

　　(088)687-2184
〒772-0053
鳴門市鳴門町土佐

泊浦字大毛18

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議。「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 工務部 （工務部工事課）
四国旅客鉄道株式会社 工事課 　　(087)825-1642

〒760-8580 (夜間・休日等)

高松市浜ノ町8-33 　施設指令
施設指令 　　(087)822-0117

(ＦＡＸ)
　　(087)825-1641
       (工事課)

　　(087)851-4106
      （施設指令）

○☆ 企画担当 (088)621-3996
西日本電信電話株式会
社徳島支店

(ＦＡＸ)
〒770-8521 　　(088)624-3737
徳島市西大工町２丁目
5-1

NTTﾈｵﾒｲﾄ四国徳島支店
設備ﾋﾞｼﾞﾈｽ部

第一ｱｸｾｽ系 (088)637-0810

設備運営
〒770-0052 （災害対策）担当 (ＦＡＸ)
徳島市中島田町２丁目
2-26

　　(088)633-4992

(災害対策本部設置時)
    (088)633-7911
　　(ＦＡＸ)
　　(088)631-7249

第二ｱｸｾｽ系 (088)637-0820
設備運営担当

(ＦＡＸ)
　　(088)637-0823

○☆ 管理課 (088)652-0202
日本通運株式会社
徳島支店 (ＦＡＸ)

　　(088)652-3083
〒770-0873
徳島市東沖洲1-20-2

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議。「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

☆ 総務課 (国民保護等)
社団法人徳島県トラッ
ク協会

業務課 (088)632-8810

〒770-0003 (ＦＡＸ)
徳島市北田宮2-14-50 　　(088)632-4701

○☆ 総務部 (088)622-7121(代)
四国電力株式会社 (088)656-4591(直)
徳島支店 (ＦＡＸ)

　　(088)656-4511
〒770-8555 総務課 (防災体制時）
徳島市寺島本町東 上記及び
2-29 　　(088)623-0810

      (本部直通)
(ＦＡＸ)
　　(088)656-4616

○ 災害対策室 (087)832-2143
㈱NTTドコモ四国 (ＦＡＸ)
ネットワーク運営部 　　(087)832-2149

〒760-0018

高松市天神前9-1

○ 企画総務部 (088)626-1870
㈱NTTドコモ四国
徳島支店 (ＦＡＸ)

　　(088)655-2630
〒770-8524
徳島市北常三島町

１丁目6-1

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議。「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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防災関係機関連絡一覧表

(4)指定地方公共機関等

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○ (088)654-2171(代)
四国ガス株式会社 (088)625-5384(緊急時)
徳島支店

(夜間・休日等)
〒770-0821 　　(088)654-2171
徳島市北出来島町 (ＦＡＸ)
1-26-2 　　(088)654-2177

○☆ 報道制作局報道部 (地上系のみ) (088)623-1119
四国放送株式会社 373-3      655-7555

(夜間・休日等)
〒770-8573 　　(088)625-5446
徳島市中徳島町2-5-2 　　　(テレビマスター)

(ＦＡＸ)

　　(088)625-5441

○ 運輸課 (088)622-1811
徳島バス株式会社           (運輸課)

(夜間・休日等)
〒770-0823 (088)698-3117
徳島市出来島本町1-25 　　　　　(北島営業所)

(ＦＡＸ)
　　(088)623-9964
          (運輸課)
    (088)698-6130

        (北島営業所)

☆ (国民保護等)
社団法人徳島県バス協 (088)641-3617

 
〒771-1156 (ＦＡＸ)
徳島市応神町応神産業
団地1-6

　　(088)641-3627

 

○ 総務局 (088)655-7206
徳島新聞社 総務部 090-3186-4710

〒770-8572 (夜間・休日等)
徳島市中徳島町2- 5-2 　　(088)655-7373

(ＦＡＸ)
　　(088)623-5332

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○☆ 事務局 (088)622-0264
徳島県医師会

(夜間・休日等)
〒770-8565 　　(088)622-0264
徳島市幸町3-61

(ＦＡＸ)
　　(088)623-5679

○ 編成制作部 (地上系のみ) (088)656-2111
株式会社エフエム徳島 375-3

(ＦＡＸ)
〒770-8567 編成制作部技術運行課 　　(088)624-3515
徳島市幸町1-6

○ 総務課 (0884)76-3701(事務所)
阿佐海岸鉄道株式
会社 (夜間・休日等)

 0884-76-3700(宍喰駅)
〒775-0501 (ＦＡＸ)
海部郡海陽町  0884-76-3703(事務所)

宍喰浦字正梶22-1  0884-76-3730(宍喰駅)

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

○ (088)654-4461
社会福祉法人       （事務局）
徳島県社会福祉協議会

(ＦＡＸ)
〒770-0943 　　(088)654-9250
徳島市中昭和町1-2
県立総合福祉ｾﾝﾀｰ  
３F

○ 事務局 (088)653-8821
社団法人徳島県エル
ピーガス協会

(ＦＡＸ)
〒770-0941 　　(088)623-9649
徳島市万代町5-71
-15

○ 企画営業部 (088)656-5000
株式会社エフエムびざ

(ＦＡＸ)
〒770-8585 　　(088)656-0791
徳島市山城町東浜傍示
1-1

※　機関名欄の「○」は徳島県防災会議、「☆」は徳島県国民保護協議会の関係機関であることを示す
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防災関係機関連絡一覧表

(5)徳島県関係

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

徳島県警察本部 警備課 211-7310 (088)622-3101
      内線5741,5742

〒770-8510 (夜間・休日等)
徳島市万代町2-5-1 　(088)622-3101

　(内線2070,2071)
         　(総合当直)
(ＦＡＸ)
　　(088)621-2956

徳島県危機管理局 企画課 211-7101 (防災)
 (088)621-2716

〒770-8570 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
徳島市万代町1-1 211-2-2849 (088)621-2057(衛視室)

(ＦＡＸ)
　　(088)621-2987

(国民保護等)
 (088)621-2708

(夜間・休日等)
(088)621-2708
夜間・休日は個人へ転送
(ＦＡＸ)
　(088)621-2818

徳島県立防災ｾﾝﾀｰ 南海地震対策課 <地上系>223-50  (088)683-2100
(ＦＡＸ)  

〒771-0204 223-91

板野郡北島町鯛浜字
大西165

 (ＦＡＸ)
(088)683-2002

<衛星系>
 377-3
(ＦＡＸ)
 377-91

〒771-0219 消防防災 （昼間＜休日の昼間含む＞)
板野郡松茂町笹木野字八
北開拓353

航空隊事務所 　　(088)683-4119

（夜間）
  (088)621-2057
  　 　　　　(衛視室)

 (ＦＡＸ)
　　(088)683-4121
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

徳島県 企画振興部 (0884)74-7273
　南部総合県民局 防災担当   461-2-273

(ＦＡＸ)

〒779-2305 　　(0884)77-3851
海部郡美波町奥河内字弁
財天17-1

徳島県 企画振興部 (0883)53-2390
　西部総合県民局 防災担当 271-2-

2390 (ＦＡＸ)
〒779-3620 2391 　　(0883)53-2434
美馬市脇町大字猪尻建神
社下南73

2392

徳島県企業局 総務課 211-7245 (088)621-3242

〒770-8570 (ＦＡＸ) (ＦＡＸ)
徳島市万代町1-1 211-2-2877 　　(088)621-2877

徳　島　県 教育総務課 211-2-31 (088)621-3115
教育委員会 15

(夜間・休日等)
〒770-8570 (ＦＡＸ)     (088)621-3115
徳島市万代町1-1 211-2-2879

(ＦＡＸ)
　　(088)621-2879
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防災関係機関連絡一覧表

(6)市町村

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

徳島市 危機管理課 (衛星系のみ) (088)621-5526
381-3

〒770-8571 (夜間・休日等)
徳島市幸町2-5 　　(088)621-5111

(ＦＡＸ)

　　(088)625-2820

鳴門市 企画総務部 (衛星系のみ) (088)684-1711
351-5 　　　　(防災安全課)

〒772-8501 防災安全課
鳴門市撫養町南浜 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
字東浜170 351-9 　　(088)685-2009

         　(消防指令室)
　　(088)684-1111(宿直室)

(ＦＡＸ)
　　(088)684-1336

小松島市 総務部 393-3 (08853)2-2227
総合制策局

〒773-8501 災害対策課 (ＦＡＸ) (ＦＡＸ)
小松島市横須町1-1 393-9 　　(08853)2-3522

阿南市 市民安全局 421-3 (0884)22-9191
 

〒774-8501 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
阿南市富岡町トノ 421-9 　　(0884)22-1111
町12-3 (ＦＡＸ)

　　(0884)22-6772

吉野川市 防災対策課 322-3 (0883)22-2235
〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島
115-1

(ＦＡＸ) (夜間・休日等)

322-9     (0883)22-2222
　

(ＦＡＸ)
　　(0883)22-2248

269



機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

阿波市 防災対策課 337-9 (0883)35-4111
　
〒771-1792 (夜間・休日等)
阿波市東原173 建設課   　 (0883)35-4111

(ＦＡＸ)
 　　(0883)35-3942

美馬市 危機管理課 286-3 (0883)52-1677
　
〒777-8577 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
美馬市穴吹町穴吹字九
反地5番地

286-9     (0883)52-1212

(ＦＡＸ)
　　(0883)53-9919

三好市 総務課  251-3 (0883)72-7625

〒778-8501 (ＦＡＸ)  251-9 (夜間・休日等)
三好市池田町 危機管理室     (0883)72-7600
ｼﾝﾏﾁ1500-2

(ＦＡＸ)
(0883)72-7203

勝浦町 総務税務課 394-3 (0885)42-2511

〒771-4395 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
勝浦郡勝浦町大字 394-9 　　(0885)42-2511(宿直)
久国字久保田3 (ＦＡＸ)

　　(0885)42-3028

上勝町 総務課 395-3 (0885)46-0111(代)

〒771-4501 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
勝浦郡上勝町大字 395-9     (0885)46-0111(代)
福原字下横峯3-1 　

(ＦＡＸ)
　　(0885)46-0323

佐那河内村 総務企画課 382-3 (088)679-2113

〒771-4195 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
名東郡佐那河内村 382-9 (088)679-2111
下字中辺71-1

(ＦＡＸ)
　　(088)679-2125
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

石井町 総務課 323-3 (088)674-1111

〒779-3293 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
名西郡石井町高川 323-9 　　(088)674-1111
原字高川原121-１

(ＦＡＸ)
　　(088)675-1500

神山町 総務課 383-3 (088)676-1111

〒771-3395 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
名西郡神山町神領 383-9 　　(088)676-1111
字本野間100

(ＦＡＸ)
　　(088)676-1100

那賀町 地域防災課 452-3 (0884)62-1121

〒771-5295 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
那賀郡那賀町和食郷字
南川104-1

452-9 　　(0884)62-1121

(ＦＡＸ)
　　(0884)62-1177
　　(0884)62-0214

那賀町相生支所 地域振興室 453-3 (0884)62-1111
  (夜間・休日等)
〒771-5495 (ＦＡＸ) 　　(0884)62-1111
那賀町延野字王子原31- 453-9  

(ＦＡＸ)

　　(0884)62-1115

那賀町上那賀支所 地域振興室 443-3 (0884)66-0111
〒771-5595
那賀町小浜151

(ＦＡＸ)443-9 (夜間・休日等)
(0884)66-0111
 (ＦＡＸ)
(0884)66-0602

那賀町木沢支所 地域振興室 444-3
(ＦＡＸ)444-9

(0884)65-2111
(夜間・休日等)
(0884)65-2111
(ＦＡＸ)
(0884)65-2114

〒771-6192
那賀町木頭字広瀬5-3

那賀町木頭支所 地域振興室 445-3 (0884)68-2311
〒771-6495
那賀町木頭出原字ﾏｴﾀﾞ

(ＦＡＸ)445-9  (夜間・休日等)
  　　(0884)68-2311

 (ＦＡＸ)
(0884)68-2125
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

牟岐町 総務課 474-3 (0884)72-1111(代表)
(0884)72-3411(直通)

〒775-8570 (ＦＡＸ) (0884)72-3412(直通)
海部郡牟岐町大字 474-9 (夜間・休日等)
中村字本村7-4 　　(0884)72-1111

(ＦＡＸ)

　　(0884)72-2716

美波町 消防防災課 473-3 (0884)77-3619

〒779-2395 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
海部郡美波町奥 473-9 　 （0884)77-1111
河内字本村18-1

(ＦＡＸ)
　　(0884)77-1666

由岐支所 総務室 472-3 (0884)78-2211

〒779-2195 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
海部郡由岐町西の 472-9 　 （0884)78-1111
地字西地50-1 (ＦＡＸ)

衛生系のみ 　　(0884)78-1050

海陽町 防災課 0-475-3 (0884)73-4163
 
〒775-0295 (ＦＡＸ) (ＦＡＸ)
海部郡海陽町大里 1-475-3 　　(0884)73-3097
字上中州128

松茂町 総務課 352-3 (088)699-8710

〒771-0295 (夜間・休日等)
板野郡松茂町広島 (ＦＡＸ) 　　(088)699-2111
字東裏30 352-9

(ＦＡＸ)
　　(088)699-6010

北島町 総務課 384-3 (088)698-9801

〒771-0285 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
板野郡北島町中村 384-9     (088)698-2410 (宿直
字上地23-1

(ＦＡＸ)
    (088)698-3642
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

藍住町 総務課 385-3 (088)637-3111
(夜間・休日等)

〒771-1292 (ＦＡＸ) 　　(088)637-3111
板野郡藍住町奥野 385-9 (宿直警備員又は日直者)
字矢上前52-1 (ＦＡＸ)

　　(088)637-3154

板野町 総務課  353-3 (088)672-5980

〒779-0192 (夜間・休日等)
板野郡板野町吹田 (ＦＡＸ) 　　(088)672-5998(管理室)
字町南22-2   353-9 (ＦＡＸ)

　　(088)672-5553

上板町 総務課 333-3 (088)694-6801

〒771-1392 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
板野郡上板町七條 333-9 　　(8:30～22:00)
字経塚42   　(088)694-3111

(ＦＡＸ)
  　(088)694-5903

つるぎ町 総務課 284-3 (0883)62-3111
〒779-4195
美馬郡つるぎ町貞光字
東浦1-3

(ＦＡＸ) (夜間・休日等)

 284-9 　　(0883)62-3111
(ＦＡＸ)
　　(0883)62-4944

東みよし町 総務課 265-3 (0883)82-6303
〒779-4795 (夜間・休日等)
三好郡東みよし町加茂
3360

　　(0883)82-6310(宿直室)

(ＦＡＸ) (ＦＡＸ)
265-9 　　(0883)76-1010

徳島県市長会 (国民保護等)
〒770-0847 (088)652-0082
徳島市幸町3-55自治会

(ＦＡＸ)
　　(088)655-0128

徳島県町村会 総務課 (国民保護等)
〒770-0847 (088)621-3400
徳島市幸町3-55自
治会館 (ＦＡＸ)

　　(088)652-6538
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防災関係機関連絡一覧表

(7)消防関係

機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

徳島市消防局 警防課 （衛星電話） (088)656-1192(警防課)
386-2200

〒770-0855      （警防課） (088)656-1190
徳島市新蔵町1-88            (通信指令室)

386-2800
通信指令室   （通信指令室） (夜間・休日等)

　　(088)656-1190
(地上系)
381-3 (ＦＡＸ)
(衛星系) 　　(088)656-1202
381-4

(ＦＡＸ)
(地上系のみ)
381-9

鳴門市消防本部 警防課 351-3 (088)684-1335
　　　　(警防課)

〒772-0003
鳴門市撫養町南浜 (夜間・休日等)

字東浜170 　　(088)685-2009
消防署          　(通信指令室)

(ＦＡＸ)
　　(088)685-4313

小松島市消防本部 消防本部 393-4 (08853)2-0119
(署)

〒773-8501 (夜間・休日等)
小松島市横須町1-1 　(08853)2-0119

(ＦＡＸ)
　(0885)32-3595

阿南市消防本部 消防本部 (地上系のみ) (0884)22-1120
424-3 　    　　(情報管制課)

〒774-0001 　
阿南市辰己町１番地３ (地上系のみ) (夜間・休日等)

(ＦＡＸ) (0884)22-1120(情報管制課)
消防署 424-9

(ＦＡＸ)
　　(0884)22-1190
　　　　　(情報管制課)
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

美馬市消防本部 消防本部 287-3 (0883)52-3025
(署)

〒779-3601 (ＦＡＸ) (夜間・休日等)
美馬市脇町字拝原 287-9 　(0883)52-3025
1742-1

(ＦＡＸ)
　(0883)52-9458

〒779-0302 木屋平分署 (電話・ＦＡＸ)
美馬市木屋平川井 (0883)68-2100
161

美馬西部消防組合 消防本部 (地上系のみ) (0883)63-2214
1-288-3

〒771-2106 (夜間・休日等)
美馬市美馬町字天 (地上系のみ) 　　(0883)63-2214
神119 (ＦＡＸ)

1-288-9 (ＦＡＸ)
消防署 　　(0883)63-5601

〒779-4302 一宇分署 (電話・ＦＡＸ)
美馬郡つるぎ町一宇字
赤松6-2

　　(0883)67-2938

板野東部消防組合 消防本部 (地上系のみ) (消防本部警防課)
警防課 354-3 (088)698-9903

〒771-0201
板野郡北島町北村 (地上系のみ) (ＦＡＸ)
字大開11-1 第1消防署 (ＦＡＸ)     (088)697-3012

354-9
(夜間・休日等)

第2消防署   　(088)698-9119
 　　 (通信指令室)
(ＦＡＸ)
 　　(088)697-3014
      (通信指令室)

(第２消防署)
(088)692-2424
(ＦＡＸ)
 　　(088)692-3199

板野西部消防組合 消防本部 (地上系のみ) (088)672-0198
338-3  

〒779-0114 (地上系のみ) (夜間・休日等)
板野郡板野町羅漢 (ＦＡＸ) 　　(088)672-0198
字前田35 338-9 (ＦＡＸ)

　　(088)672-2977
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

名西消防組合 消防本部 (地上系のみ) 消防本部・石井消防署
327-3 (088)674-6788

〒779-3223  
名西郡石井町高川原字
高川原66-8

石井消防署 (地上系のみ) 神山消防署

(ＦＡＸ) 　(088)676-1199
神山消防署 327-9

(夜間・休日等)
消防本部・石井消防署・神
山消防署とそれぞれ同じ
　
(ＦＡＸ)

　消防本部
　　(088)674-6706
　石井消防署
    (088)675-0341
　神山消防署
    (088)676-1390

海部消防組合 消防本部 (地上系のみ) 消防本部(平日昼間のみ)
484-3     (0884)72-0600

〒775-0004 (ＦＡＸ)
海部郡牟岐町大字 海南消防署 (地上系のみ)   　(0884)72-2999
川長字新光寺98-1 (ＦＡＸ)

484-9 海南消防署
丹生谷消防署   　(0884)73-0999

(ＦＡＸ)
  　(0884)73-2382

牟岐出張所
  　(0884)72-0999
(ＦＡＸ)
  　(0884)72-0367

日和佐出張所
  　(0884)77-0999
(ＦＡＸ)
  　(0884)77-2799

丹生谷消防署
  　(0884)62-1119
(ＦＡＸ)

  　(0884)62-1922
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機関名 課室等
県ネットワーク無
線電話

電話番号等

徳島中央広域連合 消防課 (地上系のみ) (0883)24-1702
326-3

〒776-0013 (ＦＡＸ)
吉野川市鴨島町上下島
431-17

(地上系のみ) 　　(0883)24-6090

(ＦＡＸ) 　　　　　　(東署)
326-9 　　(0883)24-4606(消防課)

(夜間・休日等)
  　(0883)24-1702

(ＦＡＸ)
  　(0883)24-6090

みよし広域連合 消防本部 (地上系のみ) (0883)76-5119
　 255-3

〒771-2502 (夜間・休日等)
三好郡東みよし町 総務課 (地上系のみ) 　(0883)76-5118
足代345-1 (ＦＡＸ)

警防課 255-9 (ＦＡＸ)
  (0883)76-5120

徳島県消防長会 (地上系) (防災)
381-3 (088)656-1191

〒770-0855 (ＦＡＸ)
徳島市新蔵町1-88 (ＦＡＸ) (088)656-1201(国民保護等)
徳島市消防局内 (地上系) (088)656-1192

381-9 (ＦＡＸ)
  　(088)656-1202
(夜間・休日等)
  　(088)656-1190

(財 )徳島県消防協会 (088)625-8342

〒770-0847 (ＦＡＸ)
徳島市幸町3丁目79    (088)625-8342
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