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１ 関係機関の連絡先 

○群馬県 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

消防防災課 前橋市大手町 1-1-1 防災・国民保護グループ 027-226-2245 

東部県民局 太田市西本町 60-27 政策室 0276-31-7450 

館林行政事務所 館林市仲町 11-10 総務振興グループ 0276-72-4415 

館林土木事務所 館林市栄町 23-1 企画管理グループ 0276-72-4355 

館林保健福祉事務所 館林市大街道 1-2-25 総務グループ 0276-72-3231 

館林環境森林センター 館林市仲町 11-10  0276-72-4420 

東部農業事務所 太田市西本町 60-27  0276-31-3824 

東部教育事務所 太田市西本町 60-27  0276-31-7151 

 

○群馬県警察 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

群馬県警察本部 前橋市大手町 1-1-1 警備部警備第二課 027-243-0110 

館林警察署 館林市赤生田町 1828-2 警備課 0276-75-0110 

朝日野交番 板倉町朝日野 1-5-6  0276-82-1586 

板倉駐在所 板倉町大字板倉 2733  0276-82-1135 

大高島駐在所 板倉町大字大高嶋 1196-2  0276-82-1589 

西岡駐在所 板倉町大字西岡 407  0276-77-0626 

 

○消防 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

館林地区消防組合 本部 館林美園町 7-3  0276-72-3171 

館林地区消防組合 板倉分署 板倉町大字板倉 2642-2  0276-82-1138 

 

○指定地方行政機関 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

関東財務局 前橋財務事務所 前橋市大手町 2-10-5  027-221-4491 

群馬農政事務所 太田市細谷町 1278-2 地域第二課 0276-31-3551 

前橋地方気象台 前橋市昭和町 3-20-12  027-231-1404 



関東地方整備局 さいたま市中央区新都心 2-1  048-601-3151 

利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町北 2-19-1  0480-52-3952 

ハローワーク館林（館林公共職業安定所） 館林市大街道 1-3-37  0276-75-8609 

 

○自衛隊 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

陸上自衛隊第 12旅団     

司令部 北群馬郡榛東村大字新井 1017-2 第三部防衛班 0279-54-2011  

 第 12後方支援隊 高崎市新町 1080 第三課 0274-42-1121 

 

○指定公共機関 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

日本赤十字社 群馬県支部 前橋市光が丘町 32-10  027-254-3636 

郵便事業株式会社 板倉郵便局 板倉町大字板倉 1313  0276-82-2011 

東日本電信電話株式会社 群馬支店 高崎市高松町 3 
災害対策室 

（夜間・休日） 

027-321-5660 

027-325-7999 

東京電力株式会社 群馬支店太田支社 太田市東本町 56-39 
総務グループ 

（夜間・休日） 

0276-90-2214 

0120-99-5222 

東武鉄道株式会社 板倉東洋大前駅 板倉町朝日野 1-1-1  0276-82-5050 

独立行政法人水資源機構 利根導水総合管理所 埼玉県行田市大字須加 4369  048-557-1501 

 

○指定地方公共機関 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

社団法人館林市邑楽郡医師会 館林市苗木町 2497 事務長 0276-72-1132 

社団法人群馬県看護協会 前橋市上泉町 1858-7  027-269-5565 

社団法人群馬県エルピーガス協会館林邑楽支部 館林市大街道 1-2-59 支部長 0276-73-7662 

群馬テレビ株式会社 前橋市上小出町 3-38-2  027-219-0001 

株式会社エフエム群馬 前橋市若宮町 1-4-8  027-230-1882 

社団法人群馬県バス協会 前橋市野中町 588  027-261-2072 

社団法人群馬県トラック協会 前橋市野中町 595  027-261-0244 

 

 



○その他団体 

名称 所在地 担当部署 電話番号 

群馬板倉農業協同組合 板倉町大字板倉 1003  0276-82-1251 

板倉町商工会 板倉町大字板倉 1691-1  0276-82-0224 

板倉町社会福祉協議会 板倉町大字板倉 3411-1417  0276-82-3900 

邑楽土地改良区 板倉町大字海老瀬 6122  0276-82-0518 

 



２ 町の各課局における平素の業務 

課局名 平素の業務 

生活窓口課 

・被災地の応急給水体制の整備に関すること。 

・給配水施設の応急措置の方法に関すること。 

・指定工事業者との連絡に関すること。 

・下水道施設の応急措置の方法に関すること。 

・被災地の応急的清掃の方法に関すること。 

・廃棄物処理の方法に関すること。 

健康福祉課 

・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。

・社会福祉施設の災害対策に関すること。 

・所管する避難施設の開設の方法に関すること。 

・医療機関との連絡調整に関すること。 

・医療及び医薬品等の供給体制の整備に関すること。 

建設農政課 

・主要食糧品の調達供給の方法に関すること。 

・罹災農家の営農対策に関すること。 

・災害時における種苗、生産資材及び肥料の対策に関すること。 

・災害時における町営住宅の対策に関すること。 

・公園緑地等の災害対策に関すること。 

・道路、河川及び水路の応急措置の方法に関すること。 

教育委員会 

・学校その他教育施設の応急措置の方法に関すること。 

・関係機関との連絡調整に関すること。 

・所管する避難施設の開設の方法に関すること。 

・罹災者への炊き出し方法に関すること。 

 



３－１ 国民保護情報連絡室の組織・業務 

組織 業務 

総合政策課行政安全グループ

・災害情報の収集に関すること。 

・関係機関との連絡調整に関すること。 

・職員の動員に関すること。 

 

３－２ 国民保護準備本部の組織・業務 

組織 業務 

総合政策課 

・災害情報の収集及び広報に関すること。 

・関係機関との連絡調整に関すること。 

・職員の動員に関すること。 

・住民等に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること。

・安否情報の収集に関すること。 

・町有施設の被害調査に関すること。 

生活窓口課 

・水道施設及び下水道施設の被害調査に関すること。 

・指定工事業者との連絡調整に関すること。 

・被災地の応急給水に関すること。 

・被災地の応急的措置に関すること。 

健康福祉課 

・高齢者及び障害者の安全確保に関すること。 

・社会福祉施設の被害調査及び連絡調整に関すること。 

・医療機関との連絡調整に関すること。 

・救護所の設置及び負傷者の収容に関すること。 

・保育園等所管する施設の被害調査及び連絡調整に関すること。 

・医療、医薬品等の供給に関すること。 

・感染症の防疫に関すること。 

建設農政課 

・道路、橋梁及び河川の状況把握並びに応急措置に関すること。 

・農作物及び畜産等の被害調査に関すること。 

・町営住宅、公園緑地等の所管する施設の被害調査に関すること。 

・土木関係業者との連絡調整に関すること。 

教育委員会 

・所管する教育施設等の被害調査及び連絡調整に関すること。 

・所管する避難施設の開設に関すること。 

・罹災者への炊き出しに関すること。 

・教育関係機関との連絡調整に関すること。 



４ ＮＢＣ対応資機材（館林地区消防組合消防本部） 

○Ｎ災害 

種類 数量 

放射線防護服 ２ 
防護服 

陽圧式化学防護服 ５ 

酸素呼吸器 ５ 

空気呼吸器 ５７ 呼吸保護具 

防塵マスク等 ７９ 

個人用線量計 ポケット線量計 ２ 
測定機器 

放射線測定器 ＧＭ管式 １ 

除染シャワー（式） １ 

 

○ＢＣ災害 

種類 数量 

陽圧式化学防護服 ５ 

気密試験器 １ 

携帯型生物剤検知装置 １ 

炭そ菌 ３５ 

ペスト菌 ３５ 

ボツリヌス菌 ３５ 

ブドウ球菌腸毒素 ３５ 

リシン ３５ 

ワクチニア ２５ 

テストストリップス 

生物剤捕集器 １ 

有毒ガス検知管 １ 

化学剤検知紙 １ 

携帯型化学剤検知器 １ 

パソコン １ 

除染シャワー １ 

水中ポンプ １ 

パネル水槽 １ 

専用給湯器 １ 



被除染用簡易服 １ 

除染剤散布器 ２ 

防毒マスク ２１ 

吸収缶 ２１ 

防塵フィルター ２１ 

 



５ 医療機関 

○基幹災害医療センター 

病院名 所在地 電話番号 

前橋赤十字病院 前橋市朝日町 3-21-36 ０２７－２２４－４５８５ 

 

○地域災害医療センター（東毛地区） 

病院名 所在地 電話番号 

総合太田病院 太田市八幡町 29-5 ０２７６－２２－６６３１ 

伊勢崎佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町 481 ０２７０－２４－０１１１ 

伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町 12-1 ０２７０－２５－５０２２ 

桐生厚生総合病院 桐生市織姫町 6-3 ０２７７－４４－７１７１ 

 

○救急救命センター（群馬県） 

病院名 所在地 電話番号 

前橋赤十字病院 前橋市朝日町 3-21-36 ０２７－２２４－４５８５ 

独立行政法人国立病院機構 高崎病院 高崎市高松町 36 ０２７－３２２－５９０１ 

 

○ＮＢＣ災害専門知識を有する医療機関（東毛地区） 

病院名 所在地 電話番号 専門分野 

伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取町 12-1 ０２７０－２５－５０２２ ＢＣ 

伊勢崎市佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町 481 ０２７０－２４－０１１１ ＢＣ 

桐生厚生総合病院 桐生市織姫町 6-3 ０２７７－４４－７１７１ ＮＢＣ 

 

○感染症指定医療機関（東毛地区） 

病院名 所在地 電話番号 病床数 

館林厚生病院 館林市成島町 262-1 ０２７６－７２－３１４０ ６床 

伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取町 12-1 ０２７０－２５－５０２２ ４床 

桐生厚生総合病院 桐生市織姫町 6-3 ０２７７－４４－７１７１ ４床 

 

 

 

 



○町内医療機関 

病院名 所在地 電話番号 

増田医院 板倉町大字板倉 2615 ０２７６－８２－２２５５ 

石山医院 板倉町大字岩田 1325 ０２７６－８２－０１０３ 

井上整形外科医院 板倉町大字板倉 2216 ０２７６－８２－１１３１ 

いたくら内科クリニック 板倉町朝日野町 1-14-2 ０２７６－７０－４０８０ 

板倉耳鼻咽喉科クリニック 板倉町大字海老瀬 4064-5 ０２７６－８０－４３３３ 

ふじの木整形内科クリニック 板倉町大字飯野 1405 ０２７６－９１－４０７０ 

板倉内科医院 板倉町大字細谷 683-1 ０２７６－７７－１８７７ 

 



６ 災害協定一覧 

協定名称 締結年月日 協定先 電話番号 協定内容 

群馬県板倉町と新潟県

板倉町との災害時相互

応援に関する協定 

平成 8年 10月 4日 新潟県板倉町 

（上越市） 

025-526-5111 ・食糧品、生活必需品及び資機材の

提供 

・応援及び救助活動に必要な車両等

の提供 

・救出、医療、防疫及び医薬品等の

物資並びに資機材の提供 

・応急復旧に必要な職員の派遣 

・被災者の受け入れ 

災害時における相互協

力に関する覚書 

平成 9年 10月 1日 町内の郵便局 0276-82-2011 ・施設、用地の提供 

・被災町民及び被災状況の情報の相

互提供 

・避難場所への臨時の郵便差出箱の

設置 

館林市 0276-72-4111 

明和町 0276-84-3111 

千代田町 0276-86-2111 

大泉町 0276-63-3111 

館林市ほか５町水道災

害相互応援に関する協

定書 

平成 9年 10月 6日 

邑楽町 0276-88-5511 

・応援給水作業 

・応援復旧作業 

・応援復旧等に必要な資材の提供 

・車両及び機械等の提供 

ＪＡ群馬板倉 0276-82-1251 

ひまわり幼稚園 0276-82-1539 

東洋大学 0276-82-9111 

災害時における民間建

物の利用に関する協定

書 

平成 13年 10月 1日 

アピタ館林店 0276-75-3411 

・災害時（地震、風水害、その他災

害）の避難場所 

群馬県教育財産等事務

取扱規程 

平成 13年 10月１日 板倉高等学校 0276-82-1258 ・洪水時の避難場所 

群馬県防災航空隊支援

協定 

平成 18年 3月 27日 群馬県 027-265-0200 ・災害の防除又は軽減 

・救急搬送 

 



７ 大規模集客等施設 

名称 所在地 電話番号 収容人数 建築構造 階数 延べ面積(㎡)

フォリオ板倉ＳＣ 板倉町朝日野 1-2-1 0276-82-5600 804 ＳＲＣ ２ 5080

東部公民館 板倉町朝日野 1-26-1 0276-82-1241 436 耐火 ２ 623

中央公民館 板倉町大字板倉 2698 0276-82-2435 2084 耐火 ３ 2613

南部公民館 板倉町大字大高嶋 1747 0276-82-1424 776 鉄骨 ２ 995

北部公民館 板倉町大字西岡 485-2 0276-77-1855 593 耐火 ２ 601

 

○学校 

名称 所在地 電話番号 生徒数(H19.10.1) 階数 延べ面積(㎡) 

東小学校 板倉町大字海老瀬 4822 0276-82-1141 265 ３ 2790

西小学校 板倉町大字岩田 971 0276-82-1140 360 ３ 2990

南小学校 板倉町大字大高嶋 1696 0276-82-1143 137 ３ 2876

北小学校 板倉町大字西岡 395 0276-77-0869 132 ３ 3410

板倉中学校 板倉町大字板倉 2770 0276-82-1148 451 ３ 5185

板倉高等学校 板倉町大字板倉 2406-2 0276-82-1258 211 ４ 5358

東洋大学板倉キャンパス 板倉町泉野 1-1-1 0276-82-9111 2319 ３ 21517

 

○特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

名称 所在地 電話番号 開設主体 開設年月日 定員 

ミモザ荘 板倉町大字細谷 217 0276-77-2550 （社福）ポプラ会 H10.4.27 60 

 

○保育園 

名称 所在地 電話番号 経営主体 開設年月日 定員 

板倉保育園 板倉町大字岩田 991 0276-82-1147 板倉町 S29.6.1 90 

北保育園 板倉町大字西岡 331 0276-77-0889 板倉町 S56.8.1 90 

 

○幼稚園 

名称 所在地 電話番号 設置主体 園児数(H19.5.1) 

ひまわり幼稚園 板倉町大字海老瀬 7444 0276-82-1539 （学）陽光学園 99 

まきば幼稚園 板倉町大字籾谷 1344 0276-82-1682 （学）稲良学園 169 

 



○要援護者施設 

名称 所在地 電話番号 経営主体 開設年月日 定員

総合老人福祉センター 板倉町大字板倉 3411-1417 0276-82-3900 板倉町社会福祉協議会 H1.4.1 100 

障害者生産活動センター 板倉町大字板倉 3411-1410 0276-82-3950 板倉町社会福祉協議会 H9.4.1 15 

板倉町デイサービスセンター 板倉町大字板倉 3411-1417 0276-82-3961 板倉町社会福祉協議会 H15.4.1 35 

障害者デイサービスセンター 板倉町大字板倉 3411-1417 0276-82-3811 板倉町社会福祉協議会 H18.5.8 4 

ケアハウスヒマワリ 板倉町大字細谷 217 0276-77-2300 （社福）ポプラ会 H13.11.1 30 

老人ホーム陽だまり 板倉町大字板倉 2966-33 0276-91-4470 （有）シルバーライフ H18.10.1 20 

グループホームなかよし 板倉町大字大高嶋 1733-11 0276-70-4187 （株）矢口福祉サービス H12.7.1 9 

グループホームりんどう 板倉町大字細谷 202 0276-77-2550 （社福）ポプラ会 H17.4.1 9 

 


