
１ 群馬県
 （１）健康福祉部（県保健医療福祉調整本部）

電話/FAX Eメール 県防災行政無線(※)

健康福祉総務班 健康福祉課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2511
FAX 027-243-2670

kenkoufuku@pref.gunma.lg.jp 3001-2511

医務課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2534
FAX 027-223-0531

imuka@pref.gunma.lg.jp 3001-2534

保健予防課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2618
FAX 027-223-7950

hokenyobo@pref.gunma.lg.jp 3001-2618

障害政策課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2638
FAX 027-224-4776

shougai@pref.gunma.lg.jp 3001-2638

介護高齢課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2561
FAX 027-223-6725

kaigokou@pref.gunma.lg.jp 3001-2561

障害政策課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2638
FAX 027-224-4776

shougai@pref.gunma.lg.jp 3001-2638

衛生・食品班 食品・生活衛生課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2441
FAX 027-243-3426

shokuseika@pref.gunma.lg.jp 3001-2441

医薬品供給班 薬務課 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2662
FAX 027-223-7872

yakumuka@pref.gunma.lg.jp 3001-2662

 （２）県災害対策本部 館林地方部（現地災害対策本部 館林支部）

電話/FAX Eメール 県防災行政無線(※)

総務経済班 館林行政県税事務所 館林市仲町11-10
電話 0276-72-4415
FAX 0276-73-7858

tategyou@pref.gunma.lg.jp

322-1002～1004
300-8-356
(車載型)

300-8-421
(携帯型)

保健福祉班 館林保健福祉事務所 館林市大街道1-2-25
電話 0276-72-3230
FAX 0276-72-4628

tatehofuku@pref.gunma.lg.jp なし

東部農業事務所
館林地区農業指導センター

館林市仲町11-10
電話 0276-74-2257
FAX 0276-74-2170

tateshidou@pref.gunma.lg.jp 322-1401

東部農業事務所
館林農村整備センター

館林市仲町11-10
電話 0276-72-2855
FAX 0276-73-9461

tateseibi@pref.gunma.lg.jp 322-1302

県土整備班
館林土木事務所
（県土整備班）

館林市栄町23-1
電話 0276-72-4355
FAX 0276-75-3409

tatedo@pref.gunma.lg.jp
342-6300
～6304

連絡先

※防災行政無線ネットワーク設置所属間でのみ通話可能。
 県館林合同庁舎からは「4」（地上系）又は「5」（衛星系）をつけて発信。

連絡先

※防災行政無線ネットワーク設置所属間でのみ通話可能。
 県館林合同庁舎からは「4」（地上系）又は「5」（衛星系）をつけて発信。

所  属 所在地

所在地名  称

班

班

医療・防疫班

要配慮者対策班

農業班

-1-



２ 市町

電話/FAX Eメール
県防災行政

無線(※)

館林市 安全安心課
 危機管理・国土強靭化係

館林市城町1-1
電話 0276-47-5114
FAX 0276-72-3297

anzen@city.tatebayashi.lg.jp 406-6300

健康推進課 館林市仲町14-1
電話 0276-74-5155
FAX 0276-75-6555

hoken.center@city.tatebayas
hi.lg.jp

板倉町
総務課
 安全安心係

板倉町板倉2682-1
電話 0276-82-6123
FAX 0276-82-1300

k-anzen@town.gunma-
itakura.lg.jp

443-6300

健康介護課
 健康推進係

板倉町岩田甲1056
電話 0276-82-3757
FAX 0276-82-3754

k-kenkou@town.gunma-
itakura.lg.jp

明和町
総務課
 危機管理係

明和町新里250-1
電話 0276-84-3112
FAX 0276-84-3114

soumu@town.gunma-
meiwa.lg.jp

444-6300

健康こども課 明和町新里8-1
電話 0276-60-5917
FAX 0276-60-5918

kenkou@town.gunma-
meiwa.lg.jp

千代田町
総務課
危機管理室

千代田町赤岩1895-1
電話 0276-86-2112
FAX 0276-86-4591

kikikanri@town.gunma-
chiyoda.lg.jp

445-6300

住民福祉課 千代田町赤岩1895-1
電話 0276-86-7000
FAX 0276-86-5400

hukushi@town.gunma-
chiyoda.lg.jp

健康子ども課 千代田町赤岩1705-1
電話 0276-86-5411
FAX 0276-86-5400

kenkou@town.gunma-
chiyoda.lg.jp

大泉町
安全安心課
 危機管理係

大泉町日の出55-1
電話 0276-63-3111
FAX 0276-63-3921

anzenansin@town.oizumi.lg.j
p

446-6300

健康づくり課 大泉町吉田2465
電話 0276-62-2121
FAX 0276-62-2108

kenko@town.oizumi.lg.jp

邑楽町
安全安心課
 交通防災係

邑楽町中野2570-1
電話 0276-47-5019
FAX 0276-88-3247

safe@town.ora.lg.jp 447-6302

健康福祉課 邑楽町中野2570-1
電話 0276-88-5533
FAX 0276-88-5528

health@town.ora.lg.jp
welfare@town.ora.lg.jp

447-6304

３ 災害拠点病院（管内）
所在地 連絡先

館林市成島町262-1
電話 0276-72-3140
FAX 0276-72-5445

４ その他の病院（管内）
所在地 連絡先

館林市小桑原町1505
電話 0276-80-2111
FAX 0276-80-2113

館林市台宿町7-18
電話 0276-72-3155
FAX 0276-74-1368

館林市下三林町452
電話 0276-75-3011
FAX 0276-75-3020

館林市赤生田町2267-1
電話 0276-49-9000
FAX 0276-49-9001

大泉町朝日4-11-1
電話 0276-63-0888
FAX 0276-62-8218

邑楽郡明和町中谷331-1
電話 0276-84-1234
FAX 0276-50-1234

邑楽町篠塚3233-1
電話 0276-88-5678
FAX 0276-88-5992

連絡先

※防災行政無線ネットワーク設置所属間でのみ通話可能。
 県館林合同庁舎からは「4」（地上系）又は「5」（衛星系）をつけて発信。

名  称

邑楽館林医療事務組合
公立館林厚生病院

名  称

市町村 担当課

医療法人海宝会
明和セントラル病院

所在地

医療法人社団醫光会
おうら病院

医療法人康生会
つつじメンタルホスピタル
医療法人六花会
館林記念病院
医療法人社団田口会
新橋病院
医療法人社団慶友会
慶友整形外科病院
医療法人徹裕会
蜂谷病院
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５ 有床診療所（管内）
名  称 所在地 連絡先

医療法人朋友会
岡田整形外科クリニック

館林市朝日町6-18 電話 0276-72-3163

医療法人土井レディスクリニック
土井レディスクリニック

館林市苗木町2599-128 電話 0276-72-8841

医療法人社団真中医院
真中医院

館林市本町3-4-5 電話 0276-72-1630

６ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、柔道整復師会、栄養士会
名  称 所在地 連絡先

館林市邑楽郡医師会 館林市苗木町2497-17
電話 0276-72-1132
FAX 0276-73-0215

館林邑楽歯科医師会 館林市苗木町2622-1
電話 0276-73-8818
FAX 0276-72-8882

館林邑楽薬剤師会 邑楽郡邑楽町中野2199-1
電話 0276-49-6021
FAX 0276-49-6022

群馬県看護協会館林支部
館林市城町1-1
館林市役所高齢者支援課内

電話 0276-72-4111
FAX 0276-80-3115

館林市邑楽郡柔道整復師会
群馬県邑楽郡板倉町板倉723-2
タカセ接骨院内

電話 0276-82-0505
FAX 0276-82-0505

館林栄養士会
板倉町泉野1-1-1
東洋大学食環境科学部内

電話 0276-82-9100
FAX 0276-82-9000

７ 消防
名  称 所在地 連絡先

館林地区消防組合消防本部 館林市上赤生田町4050-1
電話 0276-72-3170
FAX 0276-72-3318

８ 警察
名  称 所在地 連絡先

大泉警察署 大泉町朝日2-27-1 電話 0276-62-0110

館林警察署 館林市赤生田町1828-2 電話 0276-75-0110
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