
＜参考＞　九都県市合同防災訓練（千葉県会場）　訓練参加・協力依頼機関一覧

【県連絡担当機関】 　 【市連絡担当機関】

機関別 ＮＯ 機関名 機関別 ＮＯ 機関名 機関別 ＮＯ 機関名

国 1 銚子地方気象台 ﾗｲﾌﾗｲﾝ 53 日本郵便㈱ 消防 1 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部

国 2 海上保安庁　銚子海上保安部 協会・組合 54 （一社）千葉県建設業協会 消防 2 勝浦市消防団

国 3 国土交通省　関東地方整備局企画部 協会・組合 55 （一社）千葉県建設業協会　夷隅支部 医療 3 （一社）夷隅医師会

国 4 国土交通省　関東地方整備局千葉国道事務所 協会・組合 56 千葉県解体工事業協同組合 医療 4 （一社）夷隅郡市歯科医師会

国 5 国土交通省　国土地理院関東地方測量部 協会・組合 57 千葉中央葬祭業協同組合 ﾗｲﾌﾗｲﾝ 5 勝浦市水道事業会計

国 6 経済産業省　関東東北産業保安監督部 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 58 （一社）ジャパンケネルクラブ ﾗｲﾌﾗｲﾝ 6 南房総広域水道企業団

国 7 総務省　関東総合通信局 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 59 千葉県災害救助犬協会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 7 勝浦市社会福祉協議会

国 8 国立研究開発法人　防災科学技術研究所 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 60 （NPO）日本救助犬協会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8 勝浦市ボランティア連絡協議会

国 9 国立研究開発法人　情報通信研究機構 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 61 （公社）日本愛玩動物協会　 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 9 勝浦市赤十字奉仕団

警察 10 千葉県警察本部 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 62 （NPO）千葉県防災士会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 10 千葉県男女共同参画地域推進員会議（夷隅地域）

警察 11 警察庁関東管区警察局　千葉県情報通信部 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 63 千葉県災害ボランティアセンター連絡会 協会・組合 11 新勝浦市漁業協同組合

消防 12 千葉市消防局 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 64 公益社団法人SL災害ボランティアネットワーク※千葉BCが統括 市町村 12 勝浦市教育委員会

自衛隊 13 陸上自衛隊　東部方面航空隊 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 65 （NPO)千葉レスキューサポートバイク※連絡千葉BC経由

自衛隊 14 陸上自衛隊　東部方面管制気象隊 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 66 （NPO）防災千葉 【事務局】

自衛隊 15 陸上自衛隊　第１師団 第１飛行隊 物資 67 ㈱セブン－イレブン・ジャパン 機関別 ＮＯ 機関名

自衛隊 16 陸上自衛隊　第１空挺団 物資 68 （NPO）コメリ災害対策センター 県 1 防災危機管理部危機管理課

自衛隊 17 陸上自衛隊　高射学校 物資 69 千葉県生活協同組合連合会 市町村 2 勝浦市総務課

自衛隊 18 陸上自衛隊　需品学校 物資 70 ハイランドMP㈱ 協会・組合 3 公益財団法人千葉県消防協会

自衛隊 19 自衛隊千葉地方協力本部 物資 71 ㈱SHANTI-ONE（シャンティーワン）

医療 20 （公社）千葉県医師会 物資 72 千葉県テントシート工業組合

医療 21 （一社）千葉県歯科医師会 物資 73 エリーパワー㈱

医療 22 （一社）浦安市歯科医師会※千葉県歯科医師会とりまとめ 物資 74 ㈱フォレストホームサービス

医療 23 （一社）千葉県薬剤師会 交通 75 （一社）日本自動車連盟　千葉支部

医療 24 （一社）千葉県病院薬剤師会 交通 76 千葉県レッカー事業協同組合

医療 25 （一社）外房薬剤師会 交通 77 （一社）千葉県警備業協会

医療 26 （一社）千葉県医薬品配置協会 交通 78 （一社）千葉県バス協会

医療 27 日本産業・医療ガス協会 学校 79 千葉科学大学

医療 28 千葉県医療機器販売業協会 放送 80 千葉テレビ放送㈱

医療 29 （公社）千葉県柔道整復師会 放送 81 ㈱ベイエフエム

医療 30 （公社）千葉県看護協会 情報 82 ㈱ウェザーニューズ

医療 31 （一社）千葉県助産師会 市町村 83 浦安市

医療 32 （公社）千葉県獣医師会 県 84 総務部　夷隅地域振興事務所

医療 33 日本赤十字社千葉県支部 県 85 総合企画部　水政課

医療 34 成田赤十字病院※日赤千葉県支部でとりまとめ 県 86 総合企画部　男女共同参画センター

医療 35 千葉県赤十字血液センター※日赤千葉県支部でとりまとめ 県 87 防災危機管理部　防災政策課

医療 36 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） 県 88 健康福祉部　健康福祉政策課

医療 37 千葉大学大学院医学研究院付属法医学教育研究センター 県 89 健康福祉部　健康づくり支援課

医療 38 （一社）全民救患者搬送協会　東日本支局 県 90 健康福祉部　障害者福祉推進課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 39 東京電力パワーグリッド㈱　千葉総支社 県 91 健康福祉部　医療整備課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 40 東日本電信電話㈱ 県 92 健康福祉部　薬務課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 41 ㈱ＮＴＴドコモ 県 93 健康福祉部　衛生指導課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 42 ＫＤＤＩ㈱ 県 94 健康福祉部　夷隅健康福祉センター(夷隅保健所)

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 43 ソフトバンク㈱ 県 95 県土整備部　県土整備政策課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 44 （一社）千葉県ＬＰガス協会 県 96 県土整備部　道路環境課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 45 （一社）千葉県ＬＰガス協会　長夷支部 県 97 県土整備部　河川環境課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 46 千葉県管工事業協同組合連合会 県 98 県土整備部　都市整備局　都市計画課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 47 （一社）千葉県トラック協会 県 99 県土整備部　都市整備局　建築指導課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 48 （一社）プレハブ建築協会 県 100 県土整備部　都市整備局　住宅課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 49 全国木造建設事業協会千葉県協会 県 101 県土整備部　夷隅土木事務所

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 50 房総ガス協議会 県 102 水道局　水道部計画課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 51 千葉県信号機工事安全連絡協議会 県 103 教育庁　教育振興部学校安全保健課

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 52 損害保険ジャパン日本興亜株式会社


