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＜使用にあたっての留意事項＞

１ 関西広域連合及び構成団体の連絡窓口

大規模広域災害が発生した場合、又は発生が予想される場合における広域応援・受援

に関する関西広域連合及び構成団体の連絡窓口は、原則として「１ 分野共通の手順 １

－１ 情報の収集・共有及び公表」に掲載の連絡先とします。

ただし、緊急の場合など個々の分野の担当と直接連絡調整を行う必要がある場合は、

「１ 分野共通の手順 １－２ 輸送経路・手段の確保」から「24 海外からの支援の

受入れ」に掲載の連絡先に連絡するものとします。

２ 衛星回線

本一覧には、ＮＴＴ回線の電話・ＦＡＸ番号に加え、衛星回線（(財)自治体衛星通

信機構の地域衛星通信ネットワーク）の電話・ＦＡＸ番号を掲載しています。

ＮＴＴ回線で通信できない場合は、衛星回線を使用してください。

＜衛星電話・ＦＡＸのかけ方＞

各府県市庁舎の電話・ＦＡＸ機で下記の衛星回線選択番号をダイヤルし、衛星回線に

切り替え、本一覧に掲載の衛星回線番号にダイヤルしてください。

区分 庁舎名 衛星回線選択番号 区分 庁舎名 衛星回線選択番号
滋賀県庁 ６６ 鳥取県庁 １７５
京都府庁 ７ 福井県庁 ７２
京都市役所 ７ 三重県庁 ８７
大阪府庁 ９

連
携
県

奈良県庁 ８
大阪市役所 ９
堺市役所 ６６
兵庫県庁 ８７
神戸市役所 ７
和歌山県庁 ６７

構
成
団
体

徳島県庁 ７０

３ 非公開の趣旨

災害時の業務に支障が出る可能性があるため、本一覧は非公開としています。そのた

め、本一覧の取扱いには注意してください。

４ 掲載内容の更新

関西広域連合広域防災局が、毎年度４月末までに関係機関に本一覧の掲載内容を確認

の上更新し、更新後の一覧を関係機関に電子メール等で送付します。
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１ 分野共通の手順 １－１ 情報の収集・共有及び公表 【連絡窓口総括】

情報収集・発信 広域企画課
078-362-9815

（028-151-3829）
078-362-9839
(028-151-6394)

koikikikaku@pref.hy
ogo.jg.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
078-362-9900

（028-151-9898）
078-362-9911
(028-151-6380)

－

情報収集・発信 防災危機管理局
077-528-3432

(025-100-2-3432)
077-528-4994

(025-100-2-4994)
as00@pref.shiga.lg.
jp

夜間・休日の連絡先 宿日直 077-528-3993 077-523-6390 －

情報収集・発信 防災・原子力安全課
075-414-4475

（026-700-4475）
075-414-4477
（026-700-4477

bosai@pref.kyoto.lg
.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
075-414-4475

（026-700-4475）
075-414-4477
（026-700-4477

－

情報収集・発信統括
行財政局
防災危機管理室

075-212-6792
(026-100-5530)

075-212-6790
(026-100-6792)

bosai@city.kyoto.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
075-212-6700

（026-100-6700）
－ －

情報収集・発信 危機管理課
06-6944-2123

(027-200200-4849)
06-6944-6654

(027-200200-6654)
kikikanri@sbox.pref
.osaka.lg.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直 06-6944-6021,6022 06-6944-6654 －

大阪市 情報収集・発信 危機管理室
06-6208-7390
（027-200-500-

7388）
06-6202-3776 －

情報収集・発信 危機管理室
072-228-7605
（027-200-501-

8900）
072-222-7339 －

夜間・休日の連絡先 宿日直 072-228-7080 － －

情報収集・発信 災害対策課
078-362-9988
(028-151-3140)

078-362-9911
(028-151-6380)

saitai@pref.hyogo.l
g.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
078-362-9900

（028-151-9898）
078-362-9911
(028-151-6380)

－

神戸市 情報収集・発信 危機管理室
078-322-5118
(028-100-52)

078-322-6000
(028-100-61)

kikikanri@office.city.kob
e.lg.jp

情報発信 広報課
073-441-2030

（030-300-449）
073-423-9500

（030-300-500）
e0002001@pref.wakay
ama.lg.jp

情報収集・発信 総合防災課
073-441-2271

（030-300-404）
073-422-7652

（030-300-499）
e0114001@pref.wakay
ama.lg.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
073-441-3300

（030-300-8-3300）
073-431-5776 －

情報収集・発信 南海地震防災課
088-621-2281
(036-211-7102)

088-621-2849
(036-211-2-2849)

nankaijishinbousaika@p
ref.tokushima.lg.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
088-621-2057

（036-211-2-2057）
088-624-1063 －

情報収集・発信 危機対策・防災課
0776-20-0308

(018-111-61-2171)
0776-22-7617

kikitaisaku@pref.fu
kui.lg.jp

夜間・休日の連絡先 宿日直
0776-20-0311

（018-111-61-2189）
0776-22-7617 －

情報収集・発信 災害対策課
059-224-2189

(024-101-8-2189)
059-224-2199

staisaku@pref.mie.j
p

夜間・休日の連絡先 宿日直
059-224-2189

（024-101-8-2189）
059-224-2199 －

情報収集・発信 防災統括室
0742-27-7006

(029-111-7-2276)
0742-23-9244 －

夜間・休日の連絡先 宿日直 0742-27-8944 0742-23-9244 －

情報収集・発信 危機管理政策課
0857-26-7894
(031-200-7894)

0857-26-8139 －

夜間・休日の連絡先 宿日直
0857-26-8100

（031-200-8100）
0857-26-8137 －

※ここでいう衛星回線とは「地域衛星通信ネットワーク」の回線をいう。

備考
E-mailアドレス

調整事項等
連絡先

部署名 ＦＡＸ番号
※( )内は衛星回線

電話番号
※( )内は衛星回線

連
合

広
域

関西広域連合
広域防災局

区分 機関名

福井県

兵庫県

和歌山県

徳島県

三重県

奈良県

鳥取県

構
成
団
体

連
携
県

滋賀県

京都府

京都市

大阪府

堺市

非 公 開



気象庁 情報収集・発信 － － － －

内閣府 情報収集・発信
災害緊急事態対処担
当

03-3501-5695 03-3503-5690 －
中央防災無線
9-8090-2345

消防庁 情報収集・発信
国民保護・防災部
防災課

03-5253-7525 03-5253-7535 －

中央防災無線
9-8090-5015
消防防災無線
9-90-49010

大阪管区気象台 情報収集・発信 業務課 06-6949-6539 06-6949-6079
furuta-
kei@met.kishou.go.j
p

管轄：滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良
県、和歌山県、鳥取県、
徳島県ほか

全国知事会 防災総括 調査第二部 03-5212-9131 03-5212-9133 cho2adm@nga.gr.jp

中部圏知事会 防災総括
長野県
危機管理防災課

026-235-718内線5225
(020-231-5225)

026-233-4332
(020-231-829241)

bosai@pref.nagano.l
g.jp

H24年度の窓口（窓口は府
県持ち回り）

中国地方知事会 防災総括
岡山県
危機管理課

088-226-7385
(033-101-2511)

086-225-4659
kikikanri@pref.okayama.
lg.jp

H24年度の窓口（窓口は会
長県）

四国知事会 防災総括
徳島県
南海地震防災課

088-621-2281
(036-211-7102)

088-621-2849
(036-211-2-2849)

nankaijishinbousaika@p
ref.tokushima.lg.jp

H24年度の窓口（窓口は常
任世話人県）

九州地方知事会 防災総括
大分県
防災危機管理課

097-506-3152
(044-200-4-3152)

097-533-0930
(044-200-4-1750)

a13550@pref.oita.lg
.jp

H24年度の窓口（窓口は府
県持ち回り）

※ここでいう衛星回線とは「地域衛星通信ネットワーク」の回線をいう。

機
関

国
出
先

応
援
協
定
ブ
ロ
ッ

ク
等

中
央
省
庁

区分 機関名 調整事項等
連絡先

備考
部署名

電話番号
※( )内は衛星回線

ＦＡＸ番号
※( )内は衛星回線

E-mailアドレス

非 公 開

（以下、省略）


