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［２]防災関係機関一覧 

１ 指定行政機関、指定地方行政機関等 ＜資料２－１＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電 話 番 号 

内閣府 

  

大臣官房総務課 100-8968 東京都千代田区永田町１－６－１ 03(5253)2111 

政策統括官付参事官 100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１   

国家公安委員会   100-8974 東京都千代田区霞が関２－１－２ 03(3581)0141 

警察庁 
警備局警備課警備運用部 

警備第二課 
100-8974 東京都千代田区霞が関２－１－２ 03(3581)0141 

関東管区警察局 

千葉県情報通信部 

広域調整部広域調整第二課 

機動通信課 

330-9726 

260-0854 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市中央区長洲１－９－１ 

048(600)6000 

043(201)0110 

防衛省 防衛政策局運用政策課 162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ 03(5366)3111 

北関東防衛局 地方協力基盤整備課 330-9721 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048(600)1811 

金融庁 総合政策局 100-8967 東京都千代田区霞が関３－２－１ 03(3506)6000 

総務省 大臣官房総務課 100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 03(5253)5111 

関東総合通信局 防災対策推進室 102-8795 東京都千代田区九段南１－２－１ 03(6238)1790 

消防庁 

総務課 

100-8927 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

03(5253)7521 

消防・救急課 03(5253)7522 

予防課 03(5253)7523 

危険物保安室 03(5253)7524 

防災課 03(5253)7525 

救急企画室 03(5253)7529 

応急対策室 03(5253)7527 

特殊災害室 03(5253)7528 

防災情報室 03(5253)7526 

広域応援室 03(5253)7527 

法務省 大臣官房秘書課広報室 100-8977 東京都千代田区霞が関１－１－１ 03(3580)4111 

外務省 大臣官房総務課 100-8919 東京都千代田区霞が関２－２－１ 03(3580)3311 

財務省 大臣官房総合政策課 100-8940 東京都千代田区霞が関３－１－１ 03(3581)4111 

  関東財務局 総務部総務課 330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)1111 

千葉財務事務所 総務課 260-8607 千葉市中央区椿森５－６－１ 043(251)7212 

文部科学省 
大臣官房文教施設企画・ 

100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 03(5253)4111 
防災部施設企画課 

文化庁 長官官房政策課 100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 03(5253)4111 

厚生労働省 社会・援護局総務課 100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 03(5253)1111 

  関東信越厚生局 総務課 330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(740)0705 

 千葉労働局 総務課 260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１ 043(221)4311 

消費者庁 総務課 100-8958 東京都千代田区霞が関3－1－1 03(3507)8800 

 



- 223 - 

 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電 話 番 号 

農林水産省 経営局経営政策課 100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 03(3580)6860 

 関東農政局 

千葉県拠点 

企画調整室防災班 

地方参事官室  

総括チーム 

330-9722 

260-0014 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市中央区本千葉町10－18 

048(740)0308 

043(224)5611 

関東森林管理局 企画調整課 371-8508 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５ 027(210)1150 

千葉森林管理事務所 総務調査官 263-0034 千葉市稲毛区稲毛１－７－２０ 043(242)4656 

経済産業省 大臣官房総務課 100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１ 03(3501)1609 

  関東経済産業局 総務課 330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)0213 

  関東東北産業保安監督部 管理課 330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)0433 

資源エネルギー庁 長官官房総合政策課 100-8931 東京都千代田区霞が関１－３－１ 03(3501)1511 

原子力規則委員会 企画調整課 106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 03(3581)1568 

中小企業庁 長官官房参事官室 100-8912 東京都千代田区霞が関１－３－１ 03(3501)1511 

国土交通省 水管理・国土保全局防災課 100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 03(5253)8111 

東京航空局 

成田空港事務所 

安全企画・保安対策課 

総務課 

102-0074 

282-8602 

東京都千代田区九段南１－１－１５ 

成田市古込字込前１３３ 

03(5275)9292 

0476(32)0912 

関東運輸局 総務課 231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 045(211)7269 

千葉運輸支局 総務企画担当 261-0002 千葉市美浜区新港１９８ 043(242)7336 

関東地方整備局 総括防災グループ 330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 048(600)1333 

利根川下流河川事務所 防災対策課 287-8510 香取市佐原イ４１４９ 0478(52)6368 

江戸川河川事務所 防災対策課 278-0005 野田市宮崎１３４ 04(7125)7436 

首都国道事務所 総務課 271-0072 松戸市竹ヶ花８６ 047(362)4114 

千葉国道事務所 防災情報課 263-0016 千葉市稲毛区天台５－２７－１ 043(285)0343 

千葉港湾事務所 

関東技術事務所 

総務課 

防災技術課 

260-0024 

270-2218 

千葉市中央区中央港１－１１－２ 

松戸市五香西６－１２－１ 

043(243)9172 

047(389)5159 

国土地理院 企画部防災推進室 305-0811 茨城県つくば市北郷１ 029(864)6275 

関東地方測量部 防災課 102-0074 東京都千代田区九段南１－１－１５ 03(5213)2054 

気象庁 総務部企画課 105-8431 東京都港区虎ノ門3－6－9 03(6758)3900 

東京管区気象台 総務部業務課 204-8501 東京都清瀬市中清戸3-235 042(495)3159 

   銚子地方気象台 防災業務係 288-0001 銚子市川口町２－６４３１ 0479(23)7705 

海上保安庁 警備救難部環境防災課 100-8976 東京都千代田区霞が関２－１－３ 03(3591)6361 

第三管区海上保安本部 救難課 231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 045(211)1118 

千葉海上保安部 警備救難課 260-0024 千葉市中央区中央港１－１２－２ 043(242)7238 

船橋分室  273-0016 船橋市潮見町３２－５ 047(432)4118 

館山分室  294-0034 館山市沼字西原９８７－１ 0470(20)0118 

木更津海上保安署   292-0836 木更津市新港８－２ 0438(30)0118 

銚子海上保安部 警備救難課 288-0001 銚子市川口町２－６４３１ 0479(22)1359 

勝浦海上保安署   299-5233 勝浦市浜勝浦４９９ 0470(73)4999 

環境省 大臣官房総務課 100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 03(3581)3351 

 関東地方環境事務所 総務課 330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 048(600)0516 
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２ 指定公共機関＜資料２－２＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 

国立研究開発法人 

量子科学技術研究開発機構 
安全管理課 263-8555 千葉市稲毛区穴川４－９－１ 043(382)8053 

(独)水資源機構 水路事業部利水課 330-6008 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 048(600) 6544 

日本赤十字社 事業局救護･福祉部救護課 105-8521 東京都港区芝大門１－１－３ 03(3438)1311 

  千葉県支部 事業部救護福祉課 260-8509 千葉市中央区千葉港５－７ 043(241)7531 

日本放送協会 

  千葉放送局 

総務局総務・地域部 

企画総務 

150-8001 

260-8610 

東京都渋谷区神南２－２－１ 

千葉市中央区千葉港５－１ 

03(3465)1111 

043(203)0597 

東日本高速道路㈱  100-8979 東京都千代田区霞が関３－３－２ 03(3506)0318 

  関東支社 管理事業部 管理事業統括課 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 

大宮ＪＰビルディング 

048(631)0185 

   千葉管理事務所 工務 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町１７７ 043(259)5221 

   市原管理事務所 工務 290-0031 市原市村上８１５ 0436(21)0091 

  ｱｸｱﾗｲﾝ管理事務所 工務 292-0008 木更津市中島２５３３ 0438(42)0091 

首都高速道路㈱ 保全・交通部防災対策グループ 100-8930 東京都千代田区霞が関１－４－１ 03(3539)9499 

  東東京管理局 総務・経理グループ 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町４３－５ 03(5640)4808 

成田国際空港㈱ 空港運用部門 282-8601 成田市古込字古込１番地１ 0476(34)4652 

東日本旅客鉄道㈱ 安全企画部 151-8578 東京都渋谷区代々木２－２－２ 03(5334)1167 

 東京支社 総務部安全企画室 114-8550 東京都北区東田端２－２０－６８ 03(5692)6055 

 千葉支社 総務部安全企画室 260-8551 千葉市中央区弁天２－２３－３ 043(225)9136 

日本貨物鉄道㈱ 危機管理部 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３３－８ 03(5367)7437 

 関東支社 総務部 141-0022 東京都品川区東五反田１－１１－１５  03(5793)9071 

東日本電信電話㈱ サービス運営部災害対策室 163-8019 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 03(5359)4830 

 千葉事業部 千葉災害対策室 261-0023 千葉市美浜区中瀬１－６ 043(211)8652 

日本郵便㈱  100-8792 東京都千代田区大手町２－３－１ 03(3477)0111 

 千葉中央郵便局 総務部 260-8799 千葉市中央区中央港１－１４－１ 043(246)0020 

東京ガス㈱ 防災・供給部 105-0022 東京都港区海岸１－５－２０ 03(3433)2111 

  千葉支社 総務広報グループ 260-0031 千葉市中央区新千葉１－４－３ 043(246)7705 

日本通運㈱ 総務部総務課 101-0021 東京都港区東新橋１－９－３ 03(6251)1111 

  千葉支店 総務課 261-0023 千葉市美浜区中瀬１－３ 043(307)3754 

福山通運㈱ 総務課 721-8555 広島県福山市東深津町4-20-1 084(924)2000 

佐川急便㈱ 東京本社 136-0075 東京都江東区新砂2-2-8 03(3699)3666 

ヤマト運輸㈱ ＣＳＲ推進部 104-8125 東京都中央区銀座2-16-10 03(3541)3411 

西濃運輸㈱ 総務部 503-8501 岐阜県大垣市田口町1 0584(81)1111 

東京電力ホールディングス

㈱ 
総務・法務室防災グループ 100-8560 東京都千代田区内幸町１－１－３ 03(6373)1111 

東京電力フュエル＆パワー

㈱ 
火力運営部総括グループ 100-8560 東京都千代田区内幸町１－１－３ 03(6373)1111 

東京電力パワーグリッド㈱ 
秘書・リスクマネジメント室 

リスクマネジメントグループ 
100-8560 東京都千代田区内幸町１－１－３ 03(6373)1111 

  千葉総支社 防災グループ 260-8635 千葉市中央区富士見２－９－５ 050-3181-2975 



- 225 - 

 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 

東京電力エナジーパートナ

ー㈱ 
業務総括室総務グループ 104-0061 

東京都中央区銀座8－13-１ 

銀座三井ビルディング 
03(6373)1111 

ＫＤＤＩ㈱ 運用管理部特別通信対策室 163-8003 東京都新宿区西新宿２－３－２ 03(3347)6633 

千倉技術保守センター   295-0004 南房総市千倉町瀬戸字浜田2980-15 0470(44)4000 

㈱ＮＴＴドコモ 災害対策室 100-6150 東京都千代田区永田町2ｰ 11 ｰ 1 03(5156)1111 

 千葉支店 ネットワーク部 260-8540 千葉市中央区新町１０００ 043(301)0500 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 
プラットフォームサービス本部 

事業推進部 危機管理室 
100-0004 東京都千代田区大手町2－3－1 0570(03)9909 

ソフトバンク㈱ 
総務本部総務企画部 

リスク対策課 
105-7529 

東京都港区海岸1-7-1 

東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 
03(6889)6601 
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３ 指定地方公共機関＜資料２－３＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 指定日 

手賀沼土地改良区 総務課 270-1361 印西市発作1235 0476(42)2821 S38.2.15 

両総土地改良区 調整管理課 283-0802 東金市東金1163 0475(52)3145 〃 

印旛沼土地改良区 総務課 285-0011 佐倉市山崎143 043(484)1155 〃 

京葉瓦斯㈱ 導管部導管企画 272-8580 市川市市川南2-8-8 047(325)4505 〃 

 グループ     

大多喜ガス㈱ 供給管理課 297-8567 茂原市茂原661 0475(24)8157 S57.4.1 

房州瓦斯㈱ 供給課 294-0036 館山市館山1365 0470(22)2251 〃 

京和ガス㈱ 供給部保安グループ 270-0111 流山市江戸川台東1-254 04(7155)1500 〃 

銚子瓦斯㈱ 生産・供給チーム 288-0068 銚子市内浜町1603 0479(22)2420 〃 

野田ガス㈱ 保安技術部 278-0005 野田市宮崎３６ 04(7125)0101 〃 

角栄ガス㈱ 志津事業所 285-0843 佐倉市中志津3-36-1 043(487)0802 〃 

東日本ガス㈱ 供給課 270-1138 我孫子市下ケ戸608-1 04(7182)4175 〃 

総武ガス㈱ 工事課 289-2504 旭市二の5941 0479(63)1000 H3.4.1 

(一社) 千葉県ＬＰガス協会 事務局 260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1 043(246)1725 H9.12.16 

    千葉県ガス石油会館内   

日本瓦斯㈱ エネルギー事業部 151-8582 東京都渋谷区代々木4-31-8 03(5308)2111 H18.7.18 

京成電鉄㈱ 安全推進部 272-8510 市川市八幡3-3-1 047(712)7135 S38.2.15 

新京成電鉄㈱ 運輸司令所 273-0192 鎌ケ谷市くぬぎ山4-1-12 047(389)1146 S53.3.24 

東武鉄道㈱ 安全推進部 131-8522 東京都墨田区押上2-18-12 03(5962)2295 〃 

 運行管理所 344-0053 埼玉県春日部市梅田本町1-13-1 048(760)0313   

小湊鉄道㈱ 鉄道部 290-0054 市原市五井中央東1-1-2 0436(21)6771 〃 

東京地下鉄㈱ 安全・技術部 110-8614 東京都台東区東上野3-19-6 03(3837)7528 〃 

北総鉄道㈱ 運輸部業務管理課 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-2-3 047(445)7161 S57.4.1 

流鉄㈱ 技術部 270-0164 流山市流山1-264 04(7158)0117    〃 

銚子電気鉄道㈱ 運輸課 288-0056 銚子市新生町2-297 0479(22)0316 〃 

いすみ鉄道㈱ 工務課 298-0216 夷隅郡大多喜町大多喜264 0470(82)2161 S63.7.5 

千葉都市モノレール㈱ 運転課 263-0012 千葉市稲毛区萩台町199-1 043(287)8210 〃 

東葉高速鉄道㈱ 運輸施設部 

安全防災課 

276-0049 八千代市緑が丘1-1120-3 047(458)0039 H8.9.13 

京葉臨海鉄道㈱ 安全推進部 260-0824 千葉市中央区浜野町1216 043(268)6737 H17.8.31 

山万㈱   東京都中央区日本橋小網町6-1  H18.3.7 

 鉄道事業本部 285-0858 佐倉市ユーカリが丘６－５－５ 043(487)5036  

首都圏新都市鉄道㈱ 安全総括部 

企画調整課 101-0022 

東京都千代田区神田練塀町８５ 

03(5298)5752 〃 

㈱舞浜リゾートライン 総務部総務課 279-0031 浦安市舞浜２－１８ 047（305）2400 H18.3.7 

芝山鉄道㈱ 総務部総務課 289-1601 山武郡芝山町香山新田１４８－１ 0479（78）1141 〃 
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機  関  名 防災担当課 郵便番号 所   在   地 電話番号 指定日 

日本航空㈱ 総務部総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 140-8637 東京都品川区東品川2-4-11 03(5460)3124  S53.3.24 

成田空港支店 

 

総務部 

 

282-8610 

 

成田市成田国際空港内 

日本航空ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

0476(34)3511 

 
  

全日本空輸㈱ 総務部総務課 105-7133 東京都港区東新橋1-5-2 03(6735)1000 S63.7.5 

 成田空港支店 総務部総務課  286-0104  成田市成田国際空港       0476(34)7025  

   ANA成田スカイセンター6階   

(一社) 千葉県トラック協会 事務局 261-0002 千葉市美浜区新港212-10 043(247)1131 H3.4.1 

(一社)千葉県バス協会 事務局 261-0855 千葉市中央区市場町7-9 043(246)8151 〃 

千葉テレビ放送㈱ 報道製作局報道部 260-0001 千葉市中央区都町1-1-25 043(231)3100 S57.4.1 

㈱ニッポン放送 総務部 100-8439 東京都千代田区有楽町1-9-3 03(3287)1111    〃 

㈱ベイエフエム 総務部 261-7127 千葉市美浜区中瀬2-6-1 043(351)7878 H2.5.8 

印旛利根川水防事務組合 栄町消防本部内 270-1546 印旛郡栄町生板鍋子新田乙20-71 0476(95)8983 S38.2.15 

長沼水害予防組合 成田市総務部危機

管理課内 

286-8585 成田市花崎町760 0476(20)1523 〃 

千葉県道路公社 道路部工務課 260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 043(222)8161 S63.7.5 

(公社)千葉県医師会 事務局 260-0026 千葉市中央区千葉港4-1 043(242)4271 S53.8.25 

(一社)千葉県歯科医師会 事務局 261-0002 千葉市美浜区新港32-17 043(241)6471    〃 

(一社)千葉県薬剤師会 事務局 260-0025 千葉市中央区問屋町9-2 043(242)3801    〃 

(公社)千葉県看護協会 事務局 261-0002 千葉市美浜区新港249-4 043(245)1744 H27.2.27 

 

 

４ 防災関係機関＜資料２－４＞ 

機  関  名 防災担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

(財)千葉県消防協会 事務局 290-0007 市原市菊間７８３－１ 0436(37)1710 

(一財)海上災害防止センター 消防船課 220-0012 

神奈川県横浜市西区みなとみらい 

４－４－５横浜アイマークプレイス 

６階 

045(224)4311 

千葉県水難救済会 
千葉県 

漁船保険組合 
260-0021 千葉市中央区新宿２－３－８ 043（242）6858 

㈱ダイトーコーポレーション

千葉支店 
防災部 260-8517 千葉市中央区中央港１－９－５ 043（238）5113 
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５ 千葉県＜資料２－５＞ 

機   関   名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

千葉県庁(危機管理課） 260－8667 千葉市中央区市場町１－１ 043（223）2175 

東京事務所 102－0093 東京都千代田区平河町２－６－３ 03（5212）9013 

葛南地域振興事務所 273－8560 船橋市本町１－３－１フェイス７Ｆ 047（424）8281 

東葛飾地域振興事務所 271－8560 松戸市小根本７ 047（361）2111 

印旛地域振興事務所 285－8503 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1111 

香取地域振興事務所 287－8502 香取市佐原イ９２－１１ 0478（54）1311 

海匝地域振興事務所 289－2504 旭市ニ１９９７－１ 0479（62）0261 

山武地域振興事務所 283－0006 東金市東新宿１７－６ 0475（54）0222 

長生地域振興事務所 297－8533 茂原市茂原１１０２－１ 0475（22）1711 

夷隅地域振興事務所 298－0212 夷隅郡大多喜町猿稲１４ 0470（82）2211 

安房地域振興事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（22）7111 

君津地域振興事務所 292－8520 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（23）1111 

千葉県西部防災センター 271－0092 松戸市松戸５５８－３ 047（331）5511 

習志野保健所 275－0012 習志野市本大久保５－７－１４ 047（475）5151 

市川保健所 272－0023 市川市南八幡５－１１－２２ 047（377）1101 

松戸保健所 271－8562 松戸市小根本７ 047（361）2121 

野田保健所 278－0026 野田市柳沢２４ 04（7124）8155 

印旛保健所 285－8520 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1133 

 成田支所 286－0036 成田市加良部３－３－１ 0476（26）7231 

香取保健所 287－0003 香取市佐原イ９２－１１ 0478（52）9161 

海匝保健所 288－0817 銚子市清川町１－６－１２ 0479（22）0206 

八日市場地域保健センター 289－2144 匝瑳市八日市場イ２１１９－１ 0479（72）1281 

山武保健所 283－0802 東金市東金９０７－１ 0475（54）0611 

長生保健所 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（22）5167 

夷隅保健所 299－5235 勝浦市出水１２２４ 0470（73）0145 

安房保健所 294－0045 館山市北条１０９３－１ 0470（22）4511 

鴨川地域保健センター 296－0001 鴨川市横渚１４５７－１ 04（7092）4511 

君津保健所 292－0832 木更津市新田３－４－３４ 0438（22）3743 

市原保健所 290－0082 市原市五井中央南１－２－１１ 0436（21）6391 

千葉農業事務所 290－0056 市原市五井５５００－４ 0436（21）0127 

東葛飾農業事務所 277－0861 柏市高田９９０－１ 04 (7143) 4121 

印旛農業事務所 285－0026 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1125 

香取農業事務所 287－0003 香取市佐原イ９２－１１ 0478（52）9191 

海匝農業事務所 289－2141 匝瑳市八日市場ハ６７１ 0479（72）1556 

山武農業事務所 283－0006 東金市東新宿１７－６ 0475（54）1121 

長生農業事務所 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（25）1141 

夷隅農業事務所 298－0004 いすみ市大原８５１３－１ 0470（62）2155 

安房農業事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（22）8641 

君津農業事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（22）6258 

北部林業事務所 289－1321 山武市富田ト１１７７－７ 0475（82）3121 

中部林業事務所 299－1152 君津市久保５－１－３ 0439（55）4970 

南部林業事務所 296－0044 鴨川市広場８２０ 04（7092）1318 

銚子漁港事務所 288－0001 銚子市川口町２－６５２８－３ 0479（22）6503 

南部漁港事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（23）4751 
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機   関   名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

千葉土木事務所 260－0023 千葉市中央区出洲港１１－１ 043（242）6101 

葛南土木事務所 273－0012 船橋市浜町２－５－１ 047（433）2421 

東葛飾土木事務所 271－0072 松戸市竹ヶ花２４ 047（364）5136 

柏土木事務所 277－0005 柏市柏７４５ 04（7167）1201 

印旛土木事務所 285－0026 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1140 

成田土木事務所 286－0036 成田市加良部３－３－２ 0476（26）4831 

香取土木事務所 287－0003 香取市佐原イ９２－１１ 0478（52）5191 

銚子土木事務所 288－0837 銚子市長塚町２－４４－９ 0479（22）6500 

海匝土木事務所 289－2144 匝瑳市八日市場イ１９９９ 0479（72）1100 

山武土木事務所 283－0006 東金市東新宿１７－６ 0475（54）1131 

長生土木事務所 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（24）4521 

夷隅土木事務所 298－0004 いすみ市大原８５１３－１ 0470（62）3311 

安房土木事務所 294－0045 館山市北条４０２－１ 0470（22）4341 

君津土木事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（25）5131 

市原土木事務所 290－0067 市原市八幡海岸通１９６９ 0436（41）1300 

千葉港湾事務所 260－0024 千葉市中央区中央港１－６－１ 043（246）6201 

葛南港湾事務所 273－0012 船橋市浜町２－５ 047（433）1876 

木更津港湾事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（25）5141 

北千葉道路建設事務所 286－0017 成田市赤坂２－１－１４ 0476（28）1411 

一宮川改修事務所 297－0026 茂原市茂原１１０２－１ 0475（26）3703 

亀山・片倉ダム管理事務所 292－0523 君津市豊田３３ 0439（39）2400 

高滝ダム管理事務所 290－0557 市原市養老４６８ 0436（98）1411 

流山区画整理事務所 270－0163 流山市南流山１－１３ 04（7150）4500 

柏区画整理事務所 277－0871 柏市若柴１６０－１ 04（7134）1211 

木更津区画整理事務所 292－0834 木更津市潮見７－３－９ 0438（37）6611 

印旛沼下水道事務所 261－0012 千葉市美浜区磯辺８－２４－１ 043（279）1231 

手賀沼下水道事務所 277－0862 柏市篠籠田１３０ 04（7143）9104 

江戸川下水道事務所 272－0137 市川市福栄４－３２－２ 047（397）6330 

企業局 262－8512 千葉市花見川区幕張町5－417-24 043（211）8298 

千葉水道事務所 260－0842 千葉市中央区南町１－４－７ 043（264）1114 

船橋水道事務所 273－0014 船橋市高瀬町６２－１２ 047（433）5141 

市川水道事務所 272－0023 市川市南八幡１－１０－１５ 047（378）1517 

施設整備センター 273－0014 船橋市高瀬町６２－１２ 047（433）2574 

千葉工業用水道事務所 260－0843 千葉市中央区末広３－４－１６ 043（264）7321 

葛南工業用水道事務所 272－0023 市川市南八幡２－２３－１ 047（378）4477 

君津工業用水道事務所 299－1147 君津市人見５－７－３１ 0439（87）8184 

病院局 260－8665 千葉市中央区市場町１－１ 043（223）3962 

がんセンター 260－8717 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 043（264）5431 

救急医療センター 261－0012 千葉市美浜区磯辺３－３２－１ 043（279）2211 

精神科医療センター 261－0024 千葉市美浜区豊砂５ 043（276）1361 

こども病院 266－0007 千葉市緑区辺田町５７９－１ 043（292）2111 

循環器病センター 290－0512 市原市鶴舞５７５ 0436（88）3111 

佐原病院 287－0003 香取市佐原イ２２８５ 0478（54）1231 
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機   関   名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

教育庁葛南教育事務所 273－0012 船橋市浜町２－５－１ 047（433）6017 

教育庁東葛飾教育事務所 271－8563 松戸市小根本７ 047（361）2110 

教育庁北総教育事務所 285－0026 佐倉市鏑木仲田町８－１ 043（483）1147 

香取分室 287－0003 香取市佐原イ９２－１１ 0478（54）1529 

海匝分室 289－2504 旭市ニ１９９７－１ 0479（62）2554 

教育庁東上総教育事務所 297－0024 茂原市八千代２－１０ 0475（23）8125 

山武分室 283－0006 東金市東新宿１７－６ 0475（54）1041 

夷隅分室 298－0212 夷隅郡大多喜町猿稲１４ 0470（82）2411 

教育庁南房総教育事務所 292－0833 木更津市貝渕３－１３－３４ 0438（25）1311 

安房分室 294－0045 館山市北条４０２－３ 0470（22）3876 
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６ 警  察＜資料２－６＞ 

機  関  名 郵 便 番 号 所  在  地 電 話 番 号 

警察本部警備課 ２６０－８６６８ 千葉市中央区長洲１－９－１ ０４３（２０１）０１１０ 

  〃  通信指令課 ２６０－８６６８ 千葉市中央区長洲１－９－１ ０４３（２０１）０１１０ 

   〃   総合当直 ２６０－８６６８ 千葉市中央区長洲１－９－１ ０４３（２０１）０１１０ 

千葉中央警察署 ２６０－８５１０ 千葉市中央区中央港１－１３－１ ０４３（２４４）０１１０ 

千葉東警察署 ２６４－０００７ 千葉市若葉区小倉町８５９－２ ０４３（２３３）０１１０ 

千葉西警察署 ２６１－００１１ 千葉市美浜区真砂２－１－１ ０４３（２７７）０１１０ 

千葉南警察署 ２６６－００３２ 千葉市緑区おゆみ野中央８－１－２ ０４３（２９１）０１１０ 

千葉北警察署 ２６３－０００１ 千葉市稲毛区長沼原町１９９－１ ０４３（２８６）０１１０ 

習志野警察署 ２７５－００１５ 習志野市鷺沼台２－４－１ ０４７（４７４）０１１０ 

八千代警察署 ２７６－００４４ 八千代市萱田町６８１－３９ ０４７（４８６）０１１０ 

船橋警察署 ２７３－０００１ 船橋市市場４－１８－１ ０４７（４３５）０１１０ 

船橋東警察署 ２７４－００６３ 船橋市習志野台７－９－２０ ０４７（４６７）０１１０ 

鎌ケ谷警察署 ２７３－０１０７ 鎌ケ谷市新鎌ケ谷４－８－３５ ０４７（４４４）０１１０ 

市川警察署 ２７２－００１５ 市川市鬼高４－４－１ ０４７（３７０）０１１０ 

行徳警察署 ２７２－０１２７ 市川市塩浜３－１０－１８ ０４７（３９７）０１１０ 

浦安警察署 ２７９－００１１ 浦安市美浜５－１３－２ ０４７（３５０）０１１０ 

松戸警察署 ２７１－８５５７ 松戸市松戸５５８－２ ０４７（３６９）０１１０ 

松戸東警察署 ２７０－００２３ 松戸市八ケ崎４－５１－９ ０４７（３４９）０１１０ 

野田警察署 ２７８－０００５ 野田市宮崎１４７－４ ０４（７１２５）０１１０ 

柏警察署 ２７７－８５５４ 柏市松ケ崎７２２－１ ０４（７１４８）０１１０ 

流山警察署 ２７０－０１２８ 流山市おおたかの森西３－７４４－４ ０４（７１５９）０１１０ 

我孫子警察署 ２７０－１１７７ 我孫子市柴崎９０４－１ ０４（７１８２）０１１０ 

佐倉警察署 ２８５－０８１１ 佐倉市表町３－１７－１ ０４３（４８４）０１１０ 

四街道警察署 ２８４－００４４ 四街道市和良比６３５－５ ０４３（４３２）０１１０ 

成田警察署 ２８６－００３６ 成田市加良部３－５ ０４７６（２７）０１１０ 

成田国際空港警察署 ２８２－００１１ 成田市古込字込前１３３ ０４７６（３２）０１１０ 

印西警察署 ２７０－１３２７ 印西市大森２５１４－１３ ０４７６（４２）０１１０ 

香取警察署 ２８７－０００２ 香取市北２－１－１ ０４７８（５４）０１１０ 

銚子警察署 ２８８－０８１４ 銚子市春日町１９２２－２ ０４７９（２３）０１１０ 

旭警察署 ２８９－２５０４ 旭市ニの１－１ ０４７９（６４）０１１０ 

匝瑳警察署 ２８９－２１４４ 匝瑳市八日市場イ５５９－１ ０４７９（７２）０１１０ 

山武警察署 ２８９－１３２１ 山武市富田トの１１７７－３ ０４７５（８２）０１１０ 

東金警察署 ２８３－００６１ 東金市北之幸谷１０－１２ ０４７５（５４）０１１０ 

茂原警察署 ２９７－００３１ 茂原市早野新田７ ０４７５（２２）０１１０ 

いすみ警察署 ２９８－０００４ いすみ市大原８３１２－４ ０４７０（６２）０１１０ 

勝浦警察署 ２９９－５２３１ 勝浦市沢倉５１５－６ ０４７０（７３）０１１０ 

市原警察署 ２９０－００６７ 市原市八幡海岸通１９６５－１７ ０４３６（４１）０１１０ 

木更津警察署 ２９２－０８３４ 木更津市潮見１－１－５ ０４３８（２２）０１１０ 

君津警察署 ２９９－１１５２ 君津市久保４－１－１ ０４３９（５４）０１１０ 

富津警察署 ２９９－１６１６ 富津市海良１２１－１ ０４３９（６６）０１１０ 

館山警察署 ２９４－００４５ 館山市北条１０９０－２ ０４７０（２３）０１１０ 

鴨川警察署 ２９６－０００１ 鴨川市横渚１４６５ ０４（７０９２）０１１０ 
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７ 市 町 村＜資料２－７＞ 

機関名 防災担当課 郵 便 番 号 所  在  地 電 話 番 号 

千葉市 危機管理課 ２６０－８７２２ 中央区千葉港１－１ ０４３（２４５）５１５１ 

銚子市 総務課 ２８８－８６０１ 若宮町１－１ ０４７９（２４）８１９３ 

市川市 危機管理課 ２７２－８５０１ 八幡１－１－１ ０４７（３３４）１５０７ 

船橋市 危機管理課 ２７３－８５０１ 湊町２－１０－２５ ０４７（４３６）２０３２ 

館山市 社会安全課 ２９４－８６０１ 北条１１４５－１ ０４７０（２２）３４４２ 

木更津市 危機管理課 ２９２－８５０１ 富士見１－２－１ ０４３８（２３）７０９４ 

松戸市 危機管理課 ２７１－８５８８ 根本３８７－５ ０４７（３６６）７３０９ 

野田市 防災安全課 ２７８－８５５０ 鶴奉７－１ ０４（７１２３）１１１１ 

茂原市 防災対策課 ２９７－８５１１ 道表１ ０４７５（２０）１５１９ 

成田市 危機管理課 ２８６－８５８５ 花崎町７６０ ０４７６（２０）１５２３ 

佐倉市 危機管理室 ２８５－８５０１ 海隣寺町９７ ０４３（４８４）６１３１ 

東金市 消防防災課 ２８３－８５１１ 東岩崎１－１ ０４７５（５０）１２２６ 

旭市 総務課 ２８９－２５９５ ニの２１３２ ０４７９（６２）５３１１ 

習志野市 危機管理課 ２７５－８６０１ 鷺沼２－１－１ ０４７（４５３）９２１１ 

柏市 防災安全課 ２７７－８５０５ 柏５－１０－１ ０４（７１６７）１１１５ 

勝浦市 消防防災課 ２９９－５２９２ 新官１３４３－１ ０４７０（７３）６６４０ 

市原市 危機管理課 ２９０－８５０１ 国分寺台中央１－１－１ ０４３６（２３）９８２３ 

流山市 防災危機管理課 ２７０－０１９２ 平和台１－１－１ ０４（７１５０）６３１２ 

八千代市 危機管理課 ２７６－８５０１ 大和田新田３１２－５ ０４７（４８３）１１５１ 

我孫子市 市民安全課 ２７０－１１９２ 我孫子１８５８ ０４（７１８５）１８４３ 

鴨川市 危機管理課 ２９６－８６０１ 横渚１４５０ ０４（７０９３）７８３３ 

鎌ケ谷市 安全対策課 ２７３－０１９５ 新鎌ケ谷２－６－１ ０４７（４４５）１１４１ 

君津市 危機管理課 ２９９－１１９２ 久保２－１３－１ ０４３９（５６）１２４８ 

富津市 防災安全課 ２９３－８５０６ 下飯野２４４３ ０４３９（８０）１２６６ 

浦安市 危機管理課 ２７９－８５０１ 猫実１－１－１ ０４７（３５１）１１１１ 

四街道市 危機管理室 ２８４－８５５５ 鹿渡無番地 ０４３（４２１）６１０２ 

袖ケ浦市 危機管理課 ２９９－０２９２ 坂戸市場１－１ ０４３８（６２）２１１９ 

八街市 防災課 ２８９－１１９２ 八街ほ３５－２９ ０４３（４４３）１１１９ 

印西市 防災課 ２７０－１３９６ 大森２３６４－２ ０４７６（４２）５１１１ 

白井市 危機管理課 ２７０－１４９２ 復１１２３ ０４７（４９２）１１１１ 

富里市 防災課 ２８６－０２９２ 七栄６５２－１ ０４７６（９３）１１１４ 

南房総市 消防防災課 ２９９－２４９２ 富浦町青木２８ ０４７０（３３）１０５２ 

匝瑳市 総務課 ２８９－２１９８ 八日市場ハ７９３－２ ０４７９（７３）００８４ 

香取市 総務課 ２８７－８５０１ 佐原ロ２１２７ ０４７８（５０）１２０１ 

山武市 消防防災課 ２８９－１３９２ 殿台２９６ ０４７５（８０）１１１６ 

いすみ市 危機管理課 ２９８－８５０１ 大原７４００－１ ０４７０（６２）２０００ 

大網白里市 安全対策課 ２９９－３２９２ 大網１１５－２ ０４７５（７０）０３０３ 
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機関名 防災担当課 郵 便 番 号 所  在  地 電 話 番 号 

（印旛郡）       

酒々井町 総務課 ２８５－８５１０ 中央台４－１１ ０４３（４９６）１１７１ 

栄町 総務課 ２７０－１５９２ 安食台１－２ ０４７６（９５）８９８１ 

（香取郡）       

神崎町 総務課 ２８９－０２９２ 神崎本宿１６３ ０４７８（７２）２１１１ 

多古町 総務課 ２８９－２２９２ 多古５８４ ０４７９（７６）２６１１ 

東庄町 総務課 ２８９－０６９２ 笹川い４７１３－１３１ ０４７８（８６）６０８２ 

（山武郡）       

九十九里町 総務課 ２８３－０１９５ 片貝４０９９ ０４７５（７０）３１０７ 

芝山町 総務課 ２８９－１６９２ 小池９９２ ０４７９（７７）３９０３ 

横芝光町 環境防災課 ２８９－１７９３ 宮川１１９０２ ０４７９（８４）１２１６ 

（長生郡）       

一宮町 総務課 ２９９－４３９６ 一宮２４５７ ０４７５（４２）２１１２ 

睦沢町 総務課 ２９９－４４９２ 下之郷１６５０－１ ０４７５（４４）２５００ 

長生村 総務課 ２９９－４３９４ 本郷１－７７ ０４７５（３２）２１１１ 

白子町 総務課 ２９９－４２９２ 関５０７４－２ ０４７５（３３）２１１０ 

長柄町 総務課 ２９７－０２９８ 桜谷７１２ ０４７５（３５）２１１１ 

長南町 総務課 ２９７－０１９２ 長南２１１０ ０４７５（４６）２１１１ 

（夷隅郡）       

大多喜町 総務課 ２９８－０２９２ 大多喜９３ ０４７０（８２）２１１１ 

御宿町 総務課 ２９９－５１９２ 須賀１５２２ ０４７０（６８）２５１１ 

（安房郡）       

鋸南町 総務企画課 ２９９－２１９２ 下佐久間３４５８ ０４７０（５５）４８０１ 
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８ 消防本部＜資料２－８＞ 

名   称 郵便番号 所 在 地 電話番号 

千葉市消防局 260-0854 千葉市中央区長州１－２－１ ０４３（２０２）１６１１ 

銚子市消防本部 288-0801 銚子市唐子町３７１－２ ０４７９（２２）０１１９ 

市川市消防局 272-0021 市川市八幡１－８－１ ０４７（３３３）２１１１ 

船橋市消防局 273-0011 船橋市湊町２－６－１０ ０４７（４３５）１１１１ 

木更津市消防本部 292-0834 木更津市潮見２－１ ０４３８（２２）０１１９ 

松戸市消防局 270-2241 松戸市松戸新田１１４－５ ０４７（３６３）１１１１ 

野田市消防本部 278-0005 野田市宮崎１２６－２ ０４（７１２４）０１１９ 

成田市消防本部 286-8585 成田市花崎町７６０ ０４７６（２０）１５９０ 

旭市消防本部 289-2511 旭市イの２９５３－１ ０４７９（６３）０１１９ 

習志野市消防本部 275-0014 習志野市鷺沼２－１－４３ ０４７（４５２）１２１２ 

柏市消防局 277-0827 柏市松葉町７－１６－７ ０４（７１３３）０１１９ 

市原市消防局 290-0073 市原市国分寺台中央１－１－１ ０４３６（２３）０１１９ 

流山市消防本部 270-0175 流山市三輪野山１－９９４ ０４（７１５８）０１１９ 

八千代市消防本部 276-0046 八千代市大和田新田１８６ ０４７（４５９）２４４１ 

我孫子市消防本部 270-1166 我孫子市我孫子１８４７－６ ０４（７１８４）０１１９ 

鎌ケ谷市消防本部 273-0102 鎌ケ谷市右京塚１０－１２ ０４７（４４４）３２２１ 

君津市消防本部 299-1163 君津市杢師３－１－２５ ０４３９（５３）０１１９ 

富津市消防本部 293-0006 富津市下飯野２５０９－１ ０４３９（８８）０１１９ 

浦安市消防本部 279-0004 浦安市猫実１－１９－２２ ０４７（３０４）０１１９ 

四街道市消防本部 284-0003 四街道市鹿渡９３４－２６ ０４３（４２２）０１１９ 

袖ケ浦市消防本部 299-0261 袖ケ浦市福王台４－１０－７ ０４３８（６４）０１１９ 

富里市消防本部 286-0221 富里市七栄７３５－２ ０４７６（９２）１３１１ 

栄町消防本部 270-1546 印旛郡栄町生板鍋子新田乙２０－７１ ０４７６（９５）０１１９ 

安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 294-0045 館山市北条６８６－１ ０４７０（２２）０１１９ 

長生郡市広域市町村圏組合消防本部 297-0026 茂原市茂原５９８ ０４７５（２４）０１１９ 

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 289-2146 匝瑳市八日市場ホ７１５ ０４７９（７２）０１１９ 

山武郡市広域行政組合消防本部 283-0062 東金市家徳３８４－２ ０４７５（５２）８７５１ 

香取広域市町村圏事務組合消防本部 287-0001 香取市佐原ロ２１２７ ０４７８（５２）０１１９ 

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 285-8619 佐倉市大蛇町２８１ ０４３（４８１）０１１９ 

印西地区消防組合消防本部 270-1387 印西市牧の原２－３ ０４７６（４６）４３２１ 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 298-0204 夷隅郡大多喜町船子７３－２ ０４７０（８０）０１１９ 
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９ 自 衛 隊（県内部隊）＜資料２－９＞ 

区 駐とん地   郵 便   内線 当直   

  （基地） 所 在 地   電 話 番 号   内線 部 隊 名 

分 等  名   番 号   番号 番号   

陸

上

自

衛

隊 

習志野 船橋市薬円台 274 ０４７（４６６）２１４１ 218 302 第１空挺団本部 

       ３－２０－１ -8577     236     

下志津 千葉市若葉区若松町 264 ０４３（４２２）０２２１ 313 302 高射学校企画室 

  ９０２ -8501   314     

木更津 木更津市吾妻地先 292 ０４３８（２３）３４１１ 215 301 第１ヘリコプター団 

    -8510       本部 

松戸 松戸市五香六実１７ 270 ０４７（３８７）２１７１ 203 302 需品学校企画室 

    -2288         

海

上

自

衛

隊

下総 柏市藤ケ谷１６１４－１ 277 ０４（７１９１）２３２１ 2213 2222 下総教育航空群司令部 

        -8686         

館山 館山市宮城無番地 294 ０４７０（２２）３１９１ 213 222 第２１航空群司令部 

    -8501         

木更津 木更津市江川無番地 292 ０４３８（２３）２３６１ 3110 7000 航空補給処計画部 

    -0063       企画課 

航

空

自

衛

隊 

木更津 木更津市岩根 292 ０４３８（４１）１１１１ 301 225 第４補給処木更津支処 

     １－４－１ -0061       総務課 

峯岡山 南房総市丸山町 299   202 410 第４４警戒隊総括班 

  平塚乙２－５６４ -2508 ０４７０（４６）３００１    

習志野 船橋市薬円台 274 ０４７（４６６）２１４１ 405 4１7 第１高射群第１高射隊 

  ３－２０－１ -8577         

柏 柏市十余二１７５－４ 277 ０４７１（３１）２８９６     システム管理群中央 

   -0872       通信隊送信所小隊 

  千葉 千葉市稲毛区轟町 263 ０４３（２５１）７１５１     千葉地方協力本部 

       １－１－１７ -0021         

 （注） 防衛省技術研究本部電子装備研究所飯岡支所 旭市大字塙字三番割（〒２８９－２７０２） 

                       ＴＥＬ０４７９（５７）３０４３    

 

 

10 千葉県災害ボランティアセンター連絡会加盟団体＜資料２－１０＞ 

事 務 局 日本赤十字社千葉県支部 

 千葉県社会福祉協議会 

会  員 千葉県共同募金会 千葉県ボランティア連絡協議会 

 千葉県民生委員・児童委員協議会 千葉県社会福祉士会 

 千葉県災害対策コーディネーター連絡会 千葉レスキューサポートバイク 

 SL災害ボランティアネットワーク・千葉 千葉県生活協同組合連合会災害対策委員会 

 千葉土建一般労働組合 日本労働組合総連合会千葉県連合会 

 千葉県防災士会 
日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議

会 

 千葉県弁護士会 ライオンズクラブ国際協会333-C 

 

 


