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奥 多 摩 テ レ ホ ン ガ イ ド

●役場

奥多摩町役場              氷川 215-6                83-2111 ・ 83-2112 （代）

（ダイヤルイン） 企画財政課 83-2360 教育課 83-2246

若者定住推進課 83-2310 観光産業課 83-2295

総務課 83-2345(庶務等)

83-2349（危機管理担当、防災）

環境整備課 83-2317

83-2367

住民課 83-2182(窓口等)

83-2190（税務）

議会事務局 83-2302

会計室 83-2293

●公共施設など

施   設   名 所 在 地 電話番号

■町関係

奥多摩町保健福祉センター （福祉保健課） 氷川 1111 83-2777（代）

奥多摩町高齢者在宅サービスセンター 氷川 1111 83-2761

奥多摩町地域包括支援センター （高齢者相談窓口） 氷川 1111 83-8555

奥多摩町子ども家庭支援センター （福祉保健課子育て推進係） 小丹波 108 85-2611

奥多摩町子ども家庭支援センター （相談窓口） 小丹波 108 85-1788

奥多摩町役場古里出張所 （子ども家庭支援センター内） 小丹波 108 85-2611

奥多摩文化会館 小丹波 82 85-1618

山のふるさと村事務所 （クラフトセンター内） 川野 1740 86-2556

奥多摩都民の森管理事務所 境 654 83-3631

奥多摩水と緑のふれあい館 原 5 86-2731

学校給食センター 小丹波 161 84-7081

奥多摩町クリーンセンター 海沢 850-1 83-2110

おくたま地域振興財団 （奥多摩森林セラピー事務所） 氷川 215-6 83-8855

小河内振興財団 留浦 1237 86-2256

奥多摩町福祉会館 氷川 199-ロ 83-3855

奥多摩町障害者地域活動支援センター（かもんみーる） 棚澤 378－4 85-8277

奥多摩温泉「もえぎの湯」 氷川 119-1 82-7770

小河内浄化センター 境 1017 86-2571

奥多摩町森林館 日原 819 83-3300

奥多摩町立せせらぎの里美術館 川井 53 85-1109

日原ふるさと美術館 日原 775-4

■国・都関係

東京水道㈱ （ひむら浄水所） 境 23 83-8032

西多摩建設事務所奥多摩出張所 氷川 951-4 83-3634

西多摩建設事務所奥多摩工区 氷川 951-4 83-3637

水道局小河内貯水池管理事務所 原 5 86-2211

水源管理事務所奥多摩出張所 氷川 1818 83-2511

多摩川水源森林隊事務所 氷川 1828-1 83-2045

東京都森林事務所多摩川林務出張所 氷川 1448 83-2150

奥多摩自然公園管理センター 氷川 171-1 83-3271

環境省自然保護局奥多摩自然保護官事務所 氷川 171-1 83-2157

■その他

奥多摩町観光案内所 氷川 210 83-2152

奥多摩町社会福祉協議会事務局 氷川 199-ロ 83-3855

奥多摩町シルバーワークプラザ （シルバー人材センター） 氷川 954-11 83-2815

東京都森林組合奥多摩事業所 氷川 1075 83-2131

奥多摩総合開発㈱ （第３セクター） 氷川 702 83-3338

一般財団法人奥多摩木村奨学会 小丹波 82 85-1484
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●郵便局
郵 便 局 名 所 在 地 電話番号

古里郵便局 小丹波 109 85-1200

奥多摩郵便局 氷川 1379-6 83-2160

小河内郵便局 原 71 86-2448

日原簡易郵便局 日原 760 83-2099

●学校
学  校  名 所 在 地 電話番号

町立古里小学校 小丹波 75 85-2016

町立氷川小学校 氷川 278 83-2514

町立奥多摩中学校 氷川 760 83-2156

●保育園
保 育 園 名 所 在 地 電話番号

古里保育園 小丹波 528 85-2328

氷川保育園 氷川 1416 83-2266

●学童保育会
学童保育会名 所 在 地 電話番号

古里学童保育会 小丹波 75 85-1552

氷川学童保育会 氷川 278 83-2765

●金融機関
金融機関名 所 在 地 電話番号

西東京農業協同組合古里支店 小丹波 56-2 85-2011（代）

青梅信用金庫奥多摩支店 氷川 194 83-2211（代）

●医療関係
病院・診療所名 所 在 地 電話番号

奥多摩病院 氷川 1111 83-2145（代）

古里診療所 小丹波 82 85-8757

双葉会診療所 海沢 500 83-3454

川辺医院 氷川 177 83-2136

古里歯科診療所 小丹波 491-4 85-2366

たかはし歯科医院 氷川 174 83-2148

●警察関係                          
派出所・駐在所名 所 在 地 電話番号

奥多摩交番 氷川 195-3 83-2121

川井駐在所 川井 160-3 85-2241

古里駐在所 小丹波 109-4 85-2141

鳩ノ巣駐在所 棚沢 379-3 85-2400

海沢駐在所 海沢 811-9 83-2597

栃久保駐在所 氷川 1801 83-2596

日原駐在所 日原 721 83-2680

境駐在所 境 12-4 83-2595

小河内駐在所 原 5 86-2155

原駐在所 原 62-4 86-2106

川野駐在所 留浦 1210 86-2115

●消防署
消 防 署 名 所 在 地 電話番号

奥多摩消防署 氷川 952 83-2299（代）

●社会福祉施設
社会福祉施設名 所 在 地 電話番号

シルバーコート丹三郎 丹三郎 56-1 85-1171

グリーンウッド奥多摩 白丸 263 83-3733（代）

寿楽荘 海沢 497 83-2338（代）

琴清苑 氷川 1139 83-3932（代）

東京多摩学園 海沢 431 83-3402

森の時計 白丸 265 83-8411

幸房の家 海沢 570 82-0585

●交通機関
交通機関名 所 在 地 電話番号

ＪＲ奥多摩駅 氷川 210 83-2151

西東京バス氷川車庫 氷川 213 83-2126

株式会社リーガルマインド

リーガルキャブ（タクシー）

あきる野市

雨間 582-5

042-550-2712

●消防団詰所
名     称 所 在 地 電話番号

第１分団第１部 小丹波詰所 小丹波 156-1 85-2796

  〃  第１部 丹三郎詰所 丹三郎 258 85-2775

  〃  第２部 川井詰所 川井 157-13 85-1119

  〃  第２部 大丹波詰所 大丹波 847 85-2719

第２分団第１部 棚沢詰所 棚沢 407

〃  第１部 白丸詰所 白丸 51

第３分団第１部 大氷川詰所 氷川 278-1 83-8644

  〃  第１部 海沢詰所 海沢 779 83-8655

第４分団第１部 栃久保詰所 氷川 1510 83-2380

  〃  第１部 大沢詰所 日原 197 83-8860

  〃  第１部 日原詰所 日原 914 83-3658

第５分団第１部 常磐詰所 氷川 952-10 83-3612

  〃  第１部 境詰所 境 11-1 83-3614

第６分団第１部 川野詰所 川野 261-2 86-2161

  〃  第１部 原詰所 原 268-2

  〃  第１部 峰谷詰所 川野 529 86-2171

●図書館
交通機関名 所 在 地 電話番号

町立古里図書館

（奥多摩文化会館内）

小丹波 82 85-1618

町立氷川図書館

（奥多摩町福祉会館内）

氷川 199－ロ 83-8227
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●生活館等
名     称 所 在 地 電話番号

川井生活館 川井 156-4 85-1224

沼沢集会所 川井 290-24

大丹波会館 大丹波 122-1

梅沢コミュニティセンター 梅沢 106-ロ 85-2001

丹三郎生活館 丹三郎 180 85-1577

小丹波コミュニティセンター 小丹波 501 85-2085

寸庭集会所 小丹波 907-1

小丹波上集会所 小丹波 279-6

旧小丹波生活館 小丹波 472-2

棚沢コミュニティセンター 棚沢 409 85-2332

白丸生活館 白丸 72-6 83-8099

氷川コミュニティセンター 氷川 178-1 83-2169

常磐生活改善センター 氷川 954-1 83-8029

長畑生活館 氷川 737 83-8121

南氷川生活館 氷川 1372-9

栃久保自治会館 氷川 1806-1 83-8113

大沢生活改善センター 日原 198-ロ 83-8860

日原生活館 日原 760 83-2103

海沢自治会館 海沢 779-4 83-8123

境生活館 境 11-1 83-8155

境集会所 境 353

中山生活館 境 871-1 86-2630

原生活館 原 268-2 86-2827

坂本コミュニティセンター 留浦 1252

川野生活館 川野 261-1

留浦生活館 留浦 619-1

峰谷生活館 川野 529-1

峰生活改善センター 留浦 891

奥生活改善センター 留浦 1977-8

●町外の施設

施   設   名 所 在 地 電話番号

青梅警察署 青梅市野上町 4-6-3 22-0110（代）

西多摩保健所 〃 東青梅 1-167-15 22-6141（代）

西多摩建設事務所 〃 東青梅 3-20-1 22-7210（代）

水道局水源管理事務所 〃 裏宿町 600 21－3893（代）

青梅税務署 〃 東青梅 4-13-4 22-3185（代）

青梅都税支所（青梅合同庁舎内） 〃 河辺町 6-4-1 22-1152（代）

青梅年金事務所 〃 新町 3-3-1 宇源ビル 3･4 階 30-3410

ハローワーク青梅 〃 東青梅 3-12-16 24-8609（代）

青梅労働基準監督署 〃 東青梅 2-6-2 28-0058 (監督)

28-0331 (安衛)

28-0392 (労災)

青梅商工会議所 〃 上町 373-1 23-0111

〃     奥多摩支所 奥多摩町氷川 215-6 （奥多摩町役場内） 83-2112（代)

東京法務局西多摩支局 福生市南田園 3-61-3 042-551-0360


