
資料編 

 

○ 関係機関の連絡先 

 【関係指定地方行政機関等（自衛隊含む）】 

機 関 名 所 在 地 電話番号 

 松本広域消防局 

 松本広域消防局山形消防署 

 長野食料事務所松本支所 

 長野営林局松本営林署 

 松本労働基準監督署 

 長野国道工事事務所松本出張所 

 長野地方気象台 

 今井郵便局 

 朝日郵便局 

 北陸地方建設局千曲川工事事務所松本出張所 

 陸上自衛隊松本駐屯地第13普通科連隊本部 

 松本市渚１-７-１２ 

 山形村5997-3 

 松本市島立650-1 

 松本市島立1256-1 

 松本市城西1-3-32 

 松本市芳野7-18 

 長野市箱清水1-8-18 

 松本市今井1331-2 

 朝日村小野沢258-3 

 松本市島内1666-1126 

 松本市高宮1-1 

0263-25-0119 

0263-98-4455 

0263-47-2001 

0263-47-4751 

0263-32-5693 

0263-25-5752 

026-232-2738 

0263-59-2004 

0263-99-2042 

0263-47-2199 

0263-26-2766 

 

 【関係県機関（県警察含む）】 

機 関 名 所 在 地 電話番号 

 長野県庁 

 松本地方事務所 

 松本建設事務所 

 松本保健所 

 長野県消防防災航空センター 

 長野県警察本部 

 塩尻警察署 

 朝日村駐在所 

 長野市南長野字幅下692-2 

 松本市島立1020 

 松本市島立1020 

 松本市島立1020 

 松本市空港9030 

 長野市南長野字幅下692-2 

塩尻市宗賀桔梗ヶ原73-305 

 朝日村小野沢1377-7 

026-232-0111 

0263-47-7800 

0263-47-7800 

0263-47-7800 

0263-85-5511 

026-233-0110 

0263-54-0110 

0263-99-2066 

 

 【関係市町村機関】 

機 関 名 所 在 地 電話番号 

 松本市 

 塩尻市 

 安曇野市 

 波田町 

 山形村 

 筑北村 

 生坂村 

 麻績村 

 松本市丸の内3-7 

 塩尻市大門七番町3-3 

 安曇野市豊科4932-46 

 東筑摩郡波田町4417-1 

 東筑摩郡山形村2030-1 

 東筑摩郡筑北村坂北2187 

 東筑摩郡生坂村5493-2 

 東筑摩郡麻績村3837 

0263-64-3000 

0263-52-0280 

0263-71-2000 

0263-92-3001 

0263-98-3111 

0263-66-2211 

0263-69-3111 

0263-67-3001 



 【その他の機関】 

機 関 名 所 在 地 電話番号 

輸送関係 

 東日本旅客鉄道㈱塩尻駅 

 日本貨物鉄道㈱関東支社長野支店 

 松本電気鉄道㈱ 

 日本通運㈱松本支店 

通信・報道・放送関係 

 東日本電信電話㈱松本支店 

 日本放送協会松本支局 

 信越放送㈱松本放送局 

 ㈱長野放送松本支社 

 ㈱テレビ信州 

 長野朝日放送㈱中南信支社 

 長野エフエム放送㈱ 

 信濃毎日新聞社松本支社 

 市民タイムス 

電力 

 中部電力㈱松本営業所 

 東京電力㈱新信濃変電所 

その他 

 日本赤十字社長野県支部 

 日本赤十字社血液センター 

 朝日村商工会 

 ＪＡ松本ハイランド朝日支所 

 中信平右岸土地改良区 

 

 塩尻市大門八番9-1 

 長野市鶴賀緑町1600－12 

 松本市井川城2-1-1 

 松本市出川町1－3 

 

 松本市大手3－3－9 

 松本市深志3－10－3 

 松本市深志3－7－13 

 松本市深志1－2－11 

 松本市丸の内4－18 

 松本市深志2－5－26 

 松本市本庄1－13－5 

 松本市宮田2-10 

 松本市島立800 

 

 松本市埋橋1-5-3 

 朝日村古見2896-1 

 

 長野市南県1074 

 松本市旭2-11-30 

 朝日村古見1300-5 

 朝日村小野沢250 

 松本市今井2227-1 

 

0263-52-0079 

026-234-7230 

0263-26-7000 

0263-26-3311 

 

0263-26-4770 

0263-33-4700 

0263-32-3823 

0263-32-9230 

0263-36-2002 

0263-37-0100 

0263-33-4400 

0263-25-2151 

0263-47-7777 

 

0263-32-2705 

0263-99-2502 

 

026-226-2073 

0263-33-0550 

0263-99-2551 

0263-99-2300 

0263-59-2206 

 



○ 生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管県担当部局 

 
国民保護法施行令 各号 施 設 の 種 類 所管省庁名 所管県担当部局 

 １号 発電所、変電所 経済産業省  
 ２号 ガス工作物 経済産業省  
 ３号 
 

取水施設、貯水施設、浄水施設、配

水池 
厚生労働省 
 

 
 

 ４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省  
 ５号 電気通信事業用交換設備 総務省  
 ６号 放送用無線設備 総務省  
 ７号 水域施設、係留施設 国土交通省  
 ８号 
 

滑走路等、旅客ターミナル施設、航

空保安施設 
国土交通省 
 

 
 

第２７条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ９号 
 

ダム 
 

国土交通省 
農林水産省 

 
 

 １号 危険物 総務省消防庁  
 ２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省  
 ３号 火薬類 経済産業省  
 ４号 高圧ガス 経済産業省  
 ５号 
 

核燃料物質（汚染物質を含む。） 
 

文部科学省 
経済産業省 

 
 

 ６号 
 

核原料物質 
 

文部科学省 
経済産業省 

 
 

 ７号 
 

放射性同位元素（汚染物質を含む。

） 
文部科学省 
 

 
 

 ８号 
 

毒劇薬（薬事法） 
 

厚生労働省 
農林水産省 

 
 

 ９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省  
 10号 
 

生物剤、毒素 
 

各省庁（主務大

臣） 
 
 

第２８条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11号 毒性物質 経済産業省  

 



○ 村対策本部長の補佐機能の編成 

 

 機  能 

統括・対策班 ・ 村対策本部会議の運営に関する事項 

・ 情報通信班が収集した情報を踏まえた村対策本部長の重要な意思決定に係

る補佐 

・ 村対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示 

・ 村が行う国民保護措置に関する調整 

・ 他の市町村に対する応援の求め、県への緊急消防援助隊の派遣要請及び受

入等広域応援に関する事項 

・ 県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請

に関する事項 

情報通信・ 

広報班 

・ 以下の情報に関する国、県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理

及び集約 

 ○ 被災情報 ○ 避難や救援の実施状況 ○ 災害への対応状況 

 ○ 安否情報 ○ その他統括班等から収集を依頼された情報 

・ 村対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録 

・ 通信回線や通信機器の確保 

・ 被災状況や村対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、

記者会見等対外的な広報活動 

庶務班 ・ 村対策本部員や村対策本部職員のローテーション管理 

・ 村対策本部員の食料の調達等庶務に関する事項 

 

 

○ 村の各課における武力攻撃事態における業務 

 

部局名 武力攻撃事態等における業務 

総務課 ・村国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・安否情報の収集に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の通知に関すること 

住民福祉課 ・避難施設の運営体制の整備に関すること 

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整 

備に関すること 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

・廃棄物処理に関すること 

産業振興課 ・復旧に関すること 

・特殊標章等の交付に関すること 

 


