
　　　　　　地球局数
県庁 1

県庁統制局 　　　　　通信衛星 支部 10
　　　　　スーパーバード B2号機 市町村 56

消防本部 26
県出先機関 60
防災関係機関 42
可搬型地球局 19
衛星通信車 1
　合　　　計 215

（注１）＊印の局は内線延長局
（注２）県民センター等の合同庁舎内の機関は

　　　内線延長局として含まれる。

　　　消防本部 　　　　　　　　　防災関係機関
東葛飾県民センター [総務部] 海匝地域整備センター [印旛郡] 千葉市（消） [自衛隊] [広域水道企業団]
葛南県民センター 消防学校 銚子整備事務所 酒々井町 銚子市（消） 習志野自衛隊 北千葉広域水道（企）
北総県民センター 西部防災センター 山武地域整備センター 印旛村 市川市（消） 木更津（陸）自衛隊 東総広域水道（企）
　〃 香取事務所 [健康福祉部] 夷隅地域整備センター 本埜村 *船橋市（消） 木更津（空）自衛隊 君津広域水道（企）
　〃 海匝事務所 習志野健康福祉センター 鴨川出張所 *木更津市（消） 館山自衛隊 印旛郡市（事）水道
東上総県民センター 市川健康福祉センター 天羽出張所 [香取郡] 松戸市（消） 下総自衛隊 八匝水道（企）
　〃 山武事務所 野田健康福祉センター 鶴舞出張所 神崎町 *野田市（消） 松戸自衛隊 山武郡市広域水道（企）
　〃 夷隅事務所 香取健康福祉センター 野田出張所 多古町 *成田市（消） 横須賀自衛隊 長生郡市（事）水道
南房総県民センター 海匝健康福祉センター 小見川出張所 東庄町 旭市（消） [鉄道会社] *九十九里地域水道（企）
　〃 安房事務所 八日市場地域保健センター 上総出張所 [山武郡] 習志野市（消） ＪＲ千葉支社 *長門川水道（企）

*山武健康福祉センター 佐倉市 大網白里町 柏市（消） 京成電鉄 *三芳水道（企）
夷隅健康福祉センター 高滝ダム管理事務所 東金市 九十九里町 *市原市（消） 東武鉄道 南房総水道（企）
*鴨川地域保健センター 矢那川ダム管理事務所 旭市 芝山町 流山市（消） 新京成電鉄 [病院]
*安房健康福祉センター 真間川改修事務所 習志野市 横芝光町 八千代市（消） 小湊鉄道 松戸市立病院

県庁（３） 君津健康福祉センター 印旛沼下水道事務所 柏市 [長生郡] 我孫子市（消） [ガス会社] 成田赤十字病院
東葛飾県民センター 市原健康福祉センター 手賀沼下水道事務所 勝浦市 一宮町 鎌ヶ谷市（消） 東京ガス 旭中央病院
北総県民センター [環境生活部] 江戸川下水道事務所 睦沢町 君津市（消） 京葉ガス 亀田総合病院
　〃 香取事務所 環境研究センター [水道局] 流山市 長生村 富津市（消） 大多喜ガス 君津中央病院
　〃 海匝事務所 [農林水産部] 水道局本局 八千代市 白子町 浦安市（消） 千葉ガス 船橋医療センター
東上総県民センター 千葉農林振興センター 千葉水道事務所 我孫子市 長柄町 四街道市（消） [輸送・道路] 日医大北総病院

東京局 　〃 山武事務所 東葛飾農林振興センター 同上千葉西支所 鴨川市 長南町 袖ヶ浦市（消） 千葉国道事務所 東歯大市川総合病院
　〃 夷隅事務所 香取農林振興センター 同上市原支所 鎌ヶ谷市 [夷隅郡] 富里市（消） 東日本高速道路 帝京大市原病院
南房総県民センター 海匝農林振興センター 船橋水道事務所 君津市 大多喜町 栄町（消） 　道路管制センター 慈恵医大柏病院
　〃 安房事務所 山武農林振興センター 同上船橋北支所 富津市 御宿町 安房郡市広域（消） 千葉県トラック協会 安房医師会病院
中央防災センター 両総用水管理課 市川水道事務所 浦安市 [安房郡] 長生郡市広域（消） *千葉県バス協会 [その他]
西部防災センター 北部林業事務所 ＊同上松戸支所 四街道市 鋸南町 匝瑳市横芝光町（消） 成田国際空港(株) 幕張メッセ（株）
水道局（４） 中部林業事務所 同上葛南支所 袖ヶ浦市 山武郡市広域（消） *成田空港事務所
千葉市（消） 銚子水産事務所 [企業庁] 八街市 香取広域（消） [食料]

勝浦水産事務所 君津工水人見浄水場 印西市 佐倉・八街・酒々井（消）
銚子漁港事務所 [教育庁] 白井市 印西地区（消） [医療]
*南部漁港事務所 東上総教育事務所 富里市 夷隅郡市広域（消） *千葉県薬剤師会
水産情報通信センター [病院局] 南房総市 千葉県歯科医師会
[県土整備部] 県立東金病院 匝瑳市
市原整備事務所 県立佐原病院 香取市
葛南地域整備センター 県循環器病センター 山武市
東葛飾地域整備センター [その他]
柏整備事務所 知事公舎
成田整備事務所
香取地域整備センター

関東農政局千葉農政（事）

可搬型地球局

　　　　　支　部

防災行政無線衛星系回線構成図　（平成２1年４月現在）
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