
　　　　　　　　一般社団法人　日本自動車連盟千葉支部 千葉県健康福祉部医療整備課
『いつでも どこでも JAF』を目指してロードサービス業務はもちろ

ん、会員優待サービス、大規模災害発生時など被災地に特別支援
隊を派遣して道路交通復旧や被災車両の救援などに24時間年中
無休で尽力しています。

災害拠点病院の整備やＤＭＡＴ等医療チームの養成、その他
各種研修や訓練等の実施を通じて、災害時の医療救護体制の整
備に努めています。熊本地震では、県内からＤＭＡＴを被災地へ
派遣しました。

千葉県レッカー事業協同組合 千葉県健康福祉部薬務課
事故車や故障車をレッカー移動で除去し円滑な交通を確保する。

また自然災害時における公共への協力体制の確立を設立理念のひ
とつとし、安全で迅速なレッカー技術習得を図り、千葉県内の皆様
にどこでも安心のサービスを提供できるプロの集団です。

  災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、健
康福祉センター（保健所）等に災害用医薬品等を備蓄し、地域
の要請に迅速に対処できる体制を整備する他、関係団体と協定を
締結しています。

一般社団法人千葉県警備業協会 千葉県海匝健康福祉センター
加盟企業は約３００社、警備員総勢約２５，０００人。「安

全・安心の社会づくり」を合い言葉に日夜活動しています。有事に備
えて災害支援隊（登録社９２社１６０人）が編成されていま
す。

大規模災害発生時には、合同救護本部を設置し、管内市町
村、医療機関等との連携のもと迅速に医療救護活動ができるよう
調整します。また、被災地域や避難所の状況を把握し、公衆衛生
活動を行います。

一般社団法人千葉県バス協会 千葉県環境生活部循環型社会推進課
バス事業の健全な発達を促進し、社会公共の福祉に寄与するとと

もに、バスの社会的地位向上を目指す団体です。本訓練では、輸
送訓練および伝達訓練において、貸切バス輸送を提供しています。

千葉県では、燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」を公用車として導
入しています。燃料電池車とは、水素燃料を使用して走る車で、地
震や風水害・大規模事故などの災害時には非常用電源として活躍
します。

千葉科学大学（学生団体） 千葉県県土整備部県土整備政策課
①学生消防隊／消防団等と連携し、様々な防災ボランティア活

動を行っています。②スターラビッツ／警察と連携した防犯活動等、
犯罪抑止に繋げています。③学生ボランティアセンター／ボランティア
活動の企画・運営を行っています。

　千葉県建設業協会等と協定を締結し、災害時における公共土木
施設の早期機能回復に向けた連携強化に取り組んでいます。また、
大規模災害時には国や近隣都県市への支援要請や支援受入れ
調整などを行います。

千葉テレビ放送株式会社 千葉県県土整備部住宅課
テレビ局特有の報道体制を活かし、大規模災害の際は、災害・交

通等の情報の発信に努めてまいります。また普段からも防災意識の
啓発を図っています。

災害時における応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の提供
に関する協定を関係団体と締結し、災害時に迅速な供与を行いま
す。また、公営住宅への被災者の受入れの調整等を行います。

株式会社ベイエフエム 千葉県県土整備部都市計画課
千葉県・ウェザーニューズとの協定のもと「ちば減災プロジェクト」に取

り組んでいます。またラジオ放送の特性を生かし、迅速できめ細かい
災害情報を発信してまいります。

大地震等により被災した宅地の二次災害を軽減・防止するため
宅地の危険度を判定する被災宅地危険度判定士の養成講習会
を開催しています。災害時には県内外の市町村へ判定士の派遣等
の支援を行います。

株式会社ウェザーニューズ 千葉県県土整備部道路環境課
千葉県・ベイエフエムとの協定のもと「ちば減災プロジェクト」に取り

組んでいます。また自治体を始め、交通インフラ企業やライフライン企
業向けに防災業務支援サービスを提供しています。

震災時における対応計画等を作成し、震災時に迅速かつ的確な
対応が図られるよう取り組んでいます。また、本訓練では、大規模災
害時における緊急車両等の通行のため、救援ルートを開ける道路
啓開訓練を担当します。

千葉県総合企画部水政課 千葉県県土整備部建築指導課
震災時には、県内水道施設の被害状況等の情報を収集し、必

要に応じて県内水道事業者等へ応援要請を行い、飲料水の確保
や応急復旧の調整等を行います。

被災建築物応急危険度判定士の養成や登録を行い、建築物に
大きな被害が発生した被災地に応急危険度判定士を派遣していま
す。熊本地震では延べ132人の判定士を派遣し829件を調査しま
した。

千葉県男女共同参画センター 千葉県県土整備部海匝土木事務所
男女共同参画社会をめざし様々な活動を行っています。本訓練

には海匝・山武地域在住の千葉県男女共同参画地域推進員が
主に災害時における女性への配慮の観点から参加しています。

県が管理する道路、河川、海岸等の公共土木施設の維持管
理、整備を行い、災害に強い県土づくりに取り組んでいます。災害時
にはパトロールを行い、被災状況の把握、応急対策、被災箇所の
復旧工事の発注等を行います。

千葉県防災危機管理部防災政策課 千葉県水道局
「災害時における避難所運営の手引き」を作成し、市町村の避難

所運営を支援しています。その他「千葉県地域防災計画」に係る総
合調整、県民の自助・共助を促す防災啓発等を行っています。

給水区域内の市からの要請に基づき指定避難場所へ給水車等
による運搬給水を行います。また給水区域外の市町村に対しては、
水道事業体間で結ばれた「千葉県水道災害相互応援協定」により
応急活動を実施します。

千葉県健康福祉部健康福祉政策課 千葉県防災危機管理部危機管理課
災害時には、県民の健康を守り、生活を支援するため、関係機関

と連携し、医療・保健・福祉分野の災害対策を実施します。
大規模災害発生時の対応、防災訓練企画立案などを行っていま

す。また、昨年発生した熊本地震では県内に備蓄しているブルー
シートやを簡易トイレを支援物資として提供するとともに、南阿蘇村
災害対策本部・避難所等へ人的支援を行いました。

千葉県健康福祉部健康づくり支援課 匝瑳市総務課消防防災班
被災住民の健康管理や感染症防止等の保健活動を支援するた

め、被災自治体からの要請に基づき、保健師を派遣しています。熊
本地震では、船橋市及び柏市と協働し、保健師を被災地へ派遣し
ました。

本訓練の避難所運営訓練の計画を主に担当しています。自主防
災会を主体とし、防災関係機関と連携しながら避難所内で発生す
る様々な業務を行う等、研修要素を盛り込んだ訓練を行います。

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 公益財団法人千葉県消防協会
災害派遣精神医療チーム（DPAT）の養成等を行い、災害時の

精神科医療や被災者のメンタルケアに対応できるよう努めています。
熊本地震では、県内の精神科病院からDPATを被災地に派遣しま
した。

消防防災力の充実強化を通じて、安心安全な地域社会を形成
するために、消防防災思想の普及啓発、消防防災活動能力・組
織の強化等を図ることにより、社会公共の安全、福祉の増進に寄与
することを目的に活動しています。

その他の参加・協力団体　＜九都県市相互の協力＞埼玉県／東京都／神奈川県／横浜市／川崎市／千葉市／さいたま市／相模原市
～ご協力ありがとうございます。～

　　　　　　　　 千葉市消防局
消防艇１艇、消防ヘリ２機を含む、陸・海・空全てを網羅した消

防力を有し、その活動は千葉市内に止まらず、関東・東北豪雨で
は、茨城県常総市へ出動し、消防ヘリにより１７名を救出しまし
た。

銚子地方気象台 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部
２４時間体制で千葉県内の警報・注意報・気象情報や天気予

報などを発表しています。また、気象観測、地震・津波観測、潮汐
観測、生物季節観測なども行っています。

千葉県東部のほぼ中央に位置し、職員１０９名が本部・消防
署・分署に配置され、住民の安心・安全を守るため、一意専心の気
持ちを忘れず日々精進しています。

国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所 山武郡市広域行政組合消防本部
千葉県内の圏央道など主要国道の整備、維持管理などを担当

し、地域の生活、社会経済活動を支えています。災害時にはTEC-
FORCE（緊急災害対策派遣隊）やリエゾン（情報連絡員）を
地方公共団体に派遣し災害復旧活動の支援などを行います。

平成２８年３月２４日に救助工作車Ⅲ型を配備し、高度救助
隊を発隊しました。また、緊急消防援助隊にも登録し、管内の防災
活動はもとより、全国各地での大規模災害発生に備え、対応訓練
や各関係機関と合同訓練を実施しています。

国土地理院関東地方測量部 香取広域市町村圏事務組合消防本部
災害時には被災地の空中写真や各種地図、地殻変動情報等を

関係機関へ提供しています。また、地理院地図を初めとする防災・
減災に役立つWebサイトを公開、普及啓発に努めています。

平成１８年３月に市町村合併により発足、１本部、２消防署、
３分署、１分遣所、１出張所にて地域の安心・安全に取り組んで
おり、災害に備え各署所にて連携訓練を実施しています。

防災科学技術研究所 旭市消防本部
本訓練では、SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)で現在防

災科研が行っているリアルタイム被害推定システムと津波予測技術
の研究開発について紹介します。本研究開発では千葉県にも御協
力頂き進めています。

１本部、１署、３分署、職員１２２人で組織され、多様化する
災害に対し地域住民６万7000人の安全、安心を守るため、日々
消防業務に努めています。

千葉県警察本部警備部警備課 銚子市消防本部
機動隊を運用し、大規模災害時には、県警の司令塔として活動

します。また、各都道府県警察への支援や応援受入調整を行い、
災害救助等の迅速な対応に努めています。

１本部、１署、３分遣所を配置し、市民の安心安全の確保に努
めています。また消防力の向上を図るため、本年１月２４日に本
部・消防署新庁舎が完成し移転いたしました。さらには、平成３０
年秋に東部分署、西部分署が完成し運用を開始する予定です。

千葉県警察本部総務部装備課 匝瑳市消防団
大規模な災害発生地において警察官が活動を行うための車両や

装備品等の手配、県外からの応援車両の整備、映像配信の調整
等多岐にわたる支援活動を行います。

平成18年に発足、消防団本部と12分団で構成し平成29年4
月1日現在、消防団員654人、消防車両41台を保有しており、住
民の安全・安心を守るため、消防業務に取り組んでいます。

千葉県警察本部地域部地域課警察航空隊 陸上自衛隊東部方面管制気象隊
航空機を運航して上空からのパトロール、救出救助、災害発生時

における被害確認等を行っています。関東・東北豪雨の際には茨城
県常総市に航空機を派遣して住民５人を救出しています。

陸上自衛隊の飛行場で航空管制業務及び航空気象業務を担
任する部隊です。災害時には、航空機の集中する拠点において、局
地情報提供業務及び気象支援を実施します。

千葉県警察広域緊急援助隊（刑事部隊） 陸上自衛隊第１師団第１飛行隊
刑事部捜査第一課、鑑識課及び警務部警務課に所属する警察

職員をもって構成し、大規模災害発生時には検視、死体見分及び
身元確認等を実施するほか、遺体安置所における遺族等への遺体
引渡し等に当たります。

東京都立川駐屯地に所在し、多用途ヘリコプターＵＨ－１Ｊを
装備し、第１師団が担任する全ての地域において航空機により速
やかに被災地に前進し航空偵察・航空輸送・空中消火などの任務
にあたります。

千葉県警察本部交通部交通規制課 陸上自衛隊第１空挺団
災害時における交通規制を行うほか災害に強い信号機・交通情

報板等の整備に努めています。
日本で唯一の落下傘部隊であり、高い空中機動能力を保持して

います。また、平素から関係自治体等と連携し、千葉県内の各種
災害から日本各地における大規模災害等に速やかに対応します。

千葉県警察本部交通部交通機動隊 陸上自衛隊高射学校
大規模災害発生時に対応する広域緊急援助隊交通部隊として

指定されています。熊本地震では、南阿蘇村等に１４人の隊員を
派遣し交通対策に従事しました。

日本全国に所在する高射特科部隊の隊員に陸上防空に必要な
知識･技能の教育を行う学校です。また、千葉市・四街道市以南の
２２市町村の災害対処を担任します。

千葉県警察警備部第三機動隊 陸上自衛隊需品学校
大規模災害などが発生した場合に都道府県警察の枠を超えて素

早く対応する部隊として指定されています。その中でも１１人の隊
員は極めて高度な救出救助能力を必要とする広域緊急援助隊特
別救助班に指定されています。

陸上自衛隊における食料、衣類、燃料、水及び生活必需品の補
給・整備・回収業務、入浴・洗濯業務、落下傘による空中投下業
務等、専門的な知識・技能を教育する学校です。熊本地震では、
南阿蘇山都町にて被災者への入浴支援活動を行いました。

匝瑳警察署 公益社団法人千葉県医師会
匝瑳市全域の犯罪抑止活動に当たるほか、災害発生時の被害

状況確認、住民の避難誘導等のため、普段から移動交番車の装
備を整え、災害発生時に頼れる誇れる思いやりのある活動に取り組
んでいます。

災害時に被災地の応急救護所の支援を行います。災害発生時
には、県内の医師を召集し、現場へ派遣します。派遣した医師は、
救護所で医療指揮、応急医療等を行います。

関東管区警察局千葉県情報通信部機動警察通信隊 一般社団法人旭匝瑳医師会
災害現場における警察無線の設置や被害状況の映像を県警本

部等に配信するなどの支援も行っています。関東・東北豪雨の際に
も茨城県常総市の水害現場に出動し支援を行いました。

行政等と連携の基、「医師会災害時医療活動マニュアル」を制定
し、常日頃から災害時に備えています。災害時の出動に際しては、
医療救護活動に積極的に協力いたします。

その他の参加・協力団体　経済産業省関東東北産業保安監督部／情報通信研究機構／陸上自衛隊東部方面航空隊／防衛省自衛隊千葉地方協力本部／
　一般社団法人千葉県薬業会／千葉中央葬祭業協同組合／千葉県海匝地域振興事務所／千葉県消防学校／千葉県健康福祉部衛生指導課／

訓練参加・協力団体紹介
　「団体名」、「シンボルマーク」、「各団体の防災に関する
活動内容や本訓練での内容等」の紹介です。
※シンボルマークがない団体には、九都県市の統一マーク（東京湾
　を中心に九都県市相互の協力体制の確立を表現）を掲示して
　います。

シンボルマーク
※

凡例
※順不同



　　　　　　　　国保匝瑳市民病院 一般社団法人千葉県助産師会
災害から市民の生命を守るため、匝瑳市災害対策本部医療部と

して、被災住民への救急医療の提供、災害時の医療及び救護等
に取り組みます。

妊産婦さんや育児中のママとその家族の、心身の健康面育児面
等を支援しています。女性の一生の健康に寄り添いサポートしている
団体です。災害時にも、助産院や病院、保健センターや避難所等
に助産師はいます。

一般社団法人千葉県歯科医師会 公益社団法人千葉県獣医師会
　歯科保健巡回診療車を、災害時に救護所、避難所に配備するこ
とが可能です。本日は香取匝瑳歯科医師会と協力して大型のビー
バー号１号車を展示しています。また、県警と協力し身元不明者の
検死訓練も行っています。

災害発生時の動物救護対応体制の構築を目指します。また、災
害発生時に迷子動物の飼い主を迅速に特定するために必要なマイ
クロチップの装着普及に努めています。

一般社団法人香取匝瑳歯科医師会 日本赤十字社千葉県支部
市長村民の皆様の口腔保健の向上に寄与すべき治療、予防、

啓蒙活動に従事しております。また、大規模災害に備えて被災者の
口腔内衛生環境を維持すべく衛生用具の備蓄を行っています。

「苦しんでいる人を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下で
も、人間のいのちと健康、尊厳を守る」という使命を掲げて、災害救
護事業をはじめ、国内外で様々な人道的活動展開しています。

一般社団法人千葉県薬剤師会 成田赤十字病院
災害時支援薬剤師の継続研修を行い、災害時に救護所・避難

所への支援薬剤師派遣に備えています。また、八千代市薬剤師会
所有のモバイルファーマシーを活用し、災害時医療の提供を支援し
ます。

地域災害拠点病院に指定され、災害医療救護活動など赤十字
本来の使命のほか、地域医療推進の中心として救命救急、がん治
療などの高度医療を提供し、県北総地域の中核病院となっていま
す。

一般社団法人旭匝瑳薬剤師会 千葉県赤十字血液センター
旭市、匝瑳市、香取郡多古町、山武郡横芝光町（旧光町）に

わたり、医薬品等の供給体制を通じて、地域防災に貢献できる会を
目指しています。

「安全な血液を安定的に医療機関へ供給する」ため、これからの
献血を支える若年層の方々をはじめとした多くの皆様の積極的な献
血への参加と、400ｍｌ献血への協力を推進していきます。

一般社団法人千葉県病院薬剤師会 千葉県災害リハビリテーション支援関連団体協議会（C-RAT）
災害時には、千葉県や日本病院薬剤師会等の関係機関と連携

し、病院および救護所における医療遂行のために、医薬品のニーズ
の把握と医薬品確保、および救護活動への薬剤師の派遣を行いま
す。

　大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会の千葉県の組
織です。県内外の災害時要援護者への生活不活発病やエコノミ－
クラス症候群予防、生活再建を目指したリハビリテーション支援を行
います。

一般社団法人千葉県製薬協会 千葉大学附属法医学教育研究センター
医薬品の品質、有効性及び安全性を確保するため会員向け事

業を、また県民の公衆衛生向上を目的に事業を展開しています。
災害時、千葉県から要請を受けた場合は、医薬品の確保・供給に
努めます。

大規模災害時に犠牲となられた方が、ご家族の元へ確実にお帰り
になるため、また次の災害での犠牲者を減らすために尽力いたしま
す。本訓練では検案会場で各機関と連携します。

一般社団法人日本産業・医療ガス協会 東京電力パワーグリッド株式会社
千葉県を始め全都道府県と「災害時医療ガス供給協定」を締結

しており、東日本大震災の際も被災地にいち早く酸素などの医療ガ
スをお届けしました。また各地の訓練にも進んで参加しています。

電気事業の公共性に鑑み、電力施設の災害を防止し、また発生
した被害の拡大防止、早期の復旧を実現するための災害発生原因
の除去等、防災対策に全力を尽くします。

一般社団法人千葉県医薬品配置協会 東日本電信電話株式会社
搬送支援団体として、千葉県からの要請があれば、健康福祉セン

ター（保健所）、県庁にある備蓄医薬品を災害地域の医療機
関、救護所等に搬送いたします。

災害時に通信レスキュー隊を出動させ、通信設備の調査を行い、
早期復旧に努めます。また、被災地へ安否確認の電話が集中し、
繋がりにくくならないように、災害用伝言ダイヤルを提供します。

千葉県医薬品卸協同組合 株式会社NTTドコモ
社会的使命と役割を果たすべく、災害時に備え千葉県と災害時

等の救護活動に関する協定の締結をしています。災害マニュアルを
策定し医薬品の確保・供給、情報把握及び提供等に各行政・関
係団体と連携し取組んでます。

災害発生時に、市区町村庁舎等の重要拠点における通信を確
保するため機動性に優れた移動基地局車を使用し、携帯電話の
様々なサービスを提供します。

千葉県医療機器工業会 ＫＤＤＩ株式会社
千葉県内において、医療機器に関する業務を営む会社の任意団

体です。また、千葉県と災害時の協定を締結しています。
本訓練では、災害発生時に派遣する移動型基地局車や開発中

のドローンを展示します。また衛星携帯電話の通話やａｕのスマー
トフォンを使った災害用伝言板の登録も体験できます。見学に来てく
ださい。

千葉県医療機器販売業協会 ソフトバンク株式会社
災害時に被災地内の病院に設置されている医療機器の修理・交

換、情報の把握及び提供、その他ご指定頂いた製品の供給等を行
える様、千葉県と救護活動に関する協定を結んでいます。

本訓練では災害時の安心を提供するサービスのご紹介（災害用
伝言板、災害用音声お届けサービス）、災害時通信手段（衛星
携帯電話）、移動無線基地局車両等の展示を行なっています。

公益社団法人千葉県柔道整復師会 一般社団法人千葉県LPガス協会
避難者居住スペースで訓練を行う千葉県柔道整復師会は、現在

約600名の会員を県下に擁し、本訓練には匝瑳市、その周辺地域
に施術所を開設する柔道整復師3名で、腰痛、膝痛等の痛みの相
談を受け、施術を行います。

ＬＰガスの安定供給と災害事故防止を目的とした事業を行ってい
ます。また、災害時の備蓄用として従来とは異なったＦＲＰ容器の
普及促進に努めています。

公益社団法人千葉県看護協会 一般社団法人千葉県LPガス協会海匝支部
災害の発生に対応し、災害支援ナースを全国に派遣する態勢を

整えています。熊本地震へ災害支援ナースを派遣し、健康管理や
衛生指導等の支援活動を行いました。

「あんしん生活フェア」を毎年開催し、地域のイベント等でも各種防
災パンフレットを配布する等、ＬＰガスの事故防止及び防災啓発活
動等を行っています。

その他の参加・協力団体　千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課／千葉県男女共同参画地域推進会議（海匝・山武地域）／匝瑳市教育委員会／

　　　　　　　　千葉県管工事業協同組合連合会 公益社団法人日本愛玩動物協会千葉県支所
県内21の管工事組合で構成。日本水道協会千葉県支部長の

千葉県と災害協定を締結しています。災害時には水道施設の復旧
支援を行う。熊本地震では会員の千葉県水道管工事協同組合が
災害復旧隊を派遣しました。

災害からペットを守るためには物資を準備するだけでなく日頃のしつ
けや飼い方が重要です。当支所では、ペットの防災、犬・猫のしつけ
方/正しい飼い方、動物の愛護等広く啓発活動を行なっています。

八匝水道企業団 ＮＰＯ法人千葉県防災士会
給水区域内である匝瑳市及び横芝光町の要請に基づき給水車

を用いた応急給水活動を行っています。災害によって断水が発生し
た際は各家庭へ速やかに水をお届けします。

年齢や性別､職業､分野等を越えた多角的なネットワークを活か
し､地域社会の様々な場で、減災や防災活動に取組み、自治体や
自主防災組織､福祉施設又､県教育委員会との連携事業としても
訓練要請を受け､千葉県全域で活動しています。

一般社団法人千葉県トラック協会 千葉県災害ボランティアセンター連絡会
千葉県並びに千葉県倉庫協会と締結した「災害発生時等の物

資の緊急・救援輸送、保管等に関する協定」に基づき、大規模災
害発生時における救援物資の輸送等に対応します。

千葉県地域防災計画に基づき、平時の防災活動や災害時にお
ける被災地の支援活動を積極的に行おうとする県内の１４団体で
構成する任意団体です。災害時は県内市町村の災害ボランティア
センターを支援します。

一般社団法人プレハブ建築協会 匝瑳市社会福祉協議会
東日本大震などの過去の災害で約73,000戸を超える「応急仮

設住宅」を建設しました。熊本地震でも3,605戸の「応急仮設住
宅」を建設しました。

本訓練では、市民ふれあいセンター３階大ホールを会場に災害ボ
ランティアセンターの運営訓練を実施します。被災者のニーズ調査、
ボランティア募集、受付、マッチング、派遣業務を行い被災者の復興
を支援します。

一般社団法人全国木造建設事業協会/千葉県協会 匝瑳市ボランティア連絡協議会
(一社)ＪＢＮ・全国工務協会の連携団体と全国建設労働組合

総連合の構成団体で、木造建築を通じ大工技術の向上や地域の
活性化を目指し設立され、災害時における早期の復旧や復興に向
け木造による応急仮設住宅の取り組みを行っています。

匝瑳市を中心に活動する２０のボランティアグループで構成されて
いる団体です。本訓練には災害ボランティアセンタースタッフとして参
加します。

房総ガス協議会 千葉県匝瑳市赤十字奉仕団
千葉県内の17都市ガス事業者で構成しています。当協議会で

は、大地震等の非常事態が発生した場合に備えて、相互の緊急連
絡体制及び救援措置体制を整えています。

市等主催行事に参加し、物資の配布・非常炊き出し実演、献血
推進活動などを行っています。本訓練では、被災者の方々に食糧を
配布するための炊き出し訓練を行います。

千葉県信号機工事安全連絡協議会 匝瑳市国際交流協会
県内10の工事会社で構成され、災害時は千葉県警察・交通規

制課などと連携し道路啓開作業及び復旧修理などの応急対応作
業をおこないます。

交流イベントの開催や日本語教室での日本語学習支援、国際
交流に関する各種情報提供等を行い、外国人と地域住民とが暮ら
しやすい地域になるよう活動しています。

一般社団法人千葉県建設業協会 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
県下１４支部に所属する会員企業は、地域に密着した公共イン

フラの整備推進とともに、豪雨や大地震など、いつどこで発生するか
分からない自然災害等に備える出動体制を整え、地域と住民の安
全・安心を守ることを第一に活動しています。

千葉県、また県下５４市町村との間で「災害時の物資供給等に
関する協定」を締結しています。災害時においても、地域の皆様のラ
イフラインとしての役割を果たすべく、取り組んで参ります。

一般社団法人千葉県建設業協会八日市場支部 NPO法人コメリ災害対策センター
　本訓練のメイン会場となる匝瑳市の地元で活動している八日市場
支部の会員企業は、どの機関よりも早く被災地に入り、災害発生に
よる倒木やがれきで通ることが出来なくなった道路上の障害物の撤
去等、現地の復旧のための訓練に取り組みます。

災害発生時には要請に基づき、必要な物資を被災地へお届けす
る活動を行っています。本訓練では、ホームセンターで準備できる家
庭用防災グッズの展示を行なっています。

千葉県解体工事業協同組合 千葉県生活協同組合連合会
千葉県・県警・千葉市・消防局と防災協定を締結しており本訓練

に参加しています。また、組合内部においても危機管理体制を確立
するために連絡網を作成し、緊急時に対応するべく手段を講じてい
ます。

千葉県と「災害時における県民生活の安定を図るための基本協
定」を締結しており、災害時には会員生協と協力しながら応急生活
物資の調達と安定供給、緊急物資搬送等の支援をおこないます。

一般社団法人千葉県建築士会 ハイランドテクノ株式会社
県内の建築士で構成する団体です。東北地方太平洋沖地震で

は、旭市及び香取市において、約2300棟の被災建築物応急危険
度判定の他多くの建物の調査を行いました。

（株）クラレと共同開発した防災用テント【ジオダイナ 】は本体部を
約30秒で開設出来ます。弊社は自衛隊向けテントの製造してお
り、その知識を生かして開発しましたので、強度性・安全性にも優れ
ています。

一般社団法人ジャパンケネルクラブ 株式会社SHANTI-ONE
全国的な災害救助犬の配備を目指して、毎年認定試験を実施

し、現在174頭（2017年4月現在）の出動可能な認定犬を確
保しています。

本訓練では、緊急時において軍用や災害対策など特殊用途に特
化し各省庁自治体、自衛隊、警察、消防等多くの公共機関や民
間機関に採用され、現場において重要性が証明された防災用品の
展示を行っています。

千葉県災害救助犬協会 　千葉県テントシート工業組合
2006年に発足し、救助犬の育成と救助活動の支援を行っていま

す。本訓練では救出救助活動を行うとともに広報啓発エリアにて展
示を行っています。是非遊びに来てください。

昭和47年に任意組合の千葉県テントシート商工組合を設立、そ
の後昭和56年に経営の安定と合理化をめざして工業組合に名称
を変更して現在に至っています。

ＮＰＯ法人日本救助犬協会 エリーパワー株式会社
自らの愛犬を災害救助犬・訪問活動犬に育てるボランティア団体

です。東日本大震災・熊本地震等に出動し捜索活動を実施。ま
た、今年３月には鋸山の行方不明者捜索にも参加。平素は福祉
施設等で訪問活動犬が動物介在活動を行っています。

世界トップレベルの安全性を持つ大型リチウムイオン電池・蓄電シ
ステムの製造メーカーです。本訓練では、災害対策への備えとして可
搬型蓄電システム「パワーイレ・スリー」を展示・実演致します。

その他の参加・協力団体　石井医院／熱田整形外科／毎日薬局東店／ＪＡちばみどり八日市場支店／八日市場植木組合／匝瑳市シルバー人材センター／
　匝瑳市商工会／日本瓦斯株式会社八日市場営業所／株式会社土屋運輸

全木協
千葉県


