
資料４‐（７）‐１ 

資料４‐（７）  関係市町村の担当課等 

①千葉県東葛飾地区に所在する市 
市町村名 国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

市川市 災害対策課 ２７２-８５0１ 市川市八幡１-１-１ 
電話：０４７-３３４-１５０７ 

ＦＡＸ：０４７-３３３-８０８０

船橋市 防災課 ２７３-８５0１ 船橋市湊町２-１０-２５ 
電話：０４７-４３６-２０３２ 

ＦＡＸ：０４７-４３６-２０３４

松戸市 防災課 ２７１-８５８８ 松戸市根本３８７-５ 
電話：０４７-３６６-７３０９ 

ＦＡＸ：０４７-３６８-０２０２

野田市 市民生活課 ２７８-８５５0 野田市鶴奉７-１ 
電話：０４-７１２５-１１１１ 

ＦＡＸ：０４-７１２３-１７３７

柏市 防災安全課 ２７７-８５0５ 柏市柏５-１０-１ 
電話：０４-７１６７-１１１５ 

ＦＡＸ：０４-７１６３-２１８８

流山市 総務課 ２７0-0１９２ 流山市平和台１-１-１ 
電話：０４-７１５０-６０６７ 

ＦＡＸ：０４-７１５８-４１３１

我孫子市 市民活動支援課 ２７0-１１９２ 我孫子市我孫子１８５８ 

電話：０４-７１８５-１１１１ 

（内２０-２１７） 

ＦＡＸ：０４-７１８５-５７７７

鎌ヶ谷市 総務課 ２７３-0１９５ 鎌ヶ谷市初富９２８-７４４ 

電話：０４７-４４５-１１４１ 

（内３３１） 

ＦＡＸ：０４７-４４５-１４００

浦安市 防災課 ２７９-８５0１ 浦安市猫実１-１-１ 

電話：０４７-３８２-１１１１ 

（内１７２１） 

ＦＡＸ：０４７-３５５-６２３９

 

②千葉県内のその他の市町村 

市町村名 国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

千葉市 総合防災課 ２６0-８７２２ 千葉市中央区千葉港１-１ 
電話：０４３-２４５-５１５０ 

ＦＡＸ：０４３-２４５-５５９７ 

銚子市 総務課 ２８８-８６0１ 銚子市若宮町１-１ 
電話：０４７９-２４-８１８１ 

ＦＡＸ：０４７９-２５-０２７７ 

館山市 社会安全課 ２９４-８６0１ 館山市北条１１４５-１ 
電話：０４７０-２２-３４４２ 

ＦＡＸ：０４７０-２３-３１１５ 

木更津市 総務課 ２９２-８５0１ 木更津市潮見１-１ 

電話：０４３８-２３-７１１１ 

（内４４４） 

ＦＡＸ：０４３８-２５-１３５１ 

佐原市 総務課 ２８７-８５0１ 佐原市佐原ロ２１２７ 
電話：０４７８-５０-１２０１ 

ＦＡＸ：０４７８-５２-４５６６ 

茂原市 総務課 ２９７-８５１１ 茂原市茂原道表１ 
電話：０４７５-２０-１５１９ 

ＦＡＸ：０４７５-２０-１６０２ 

成田市 防災対策課 ２８６-８５８５ 成田市花崎町７６０ 
電話：０４７６-２０-１５２３ 

ＦＡＸ：０４７６-２０-１６８７ 

佐倉市 交通防災課 ２８５-８５0１ 佐倉市海隣寺町９７ 
電話：０４３-４８４-６２３６ 

ＦＡＸ：０４３-４８６-２５０２ 

東金市 総務課 ２８３-８５１１ 東金市東岩崎１-１ 
電話：０４７５-５０-１１１９ 

ＦＡＸ：０４７５-５０-１２２９ 

八日市場市 総務課 ２８９-２１９８ 八日市場市ハ７９３ 
電話：０４７９-７３-００８４ 

ＦＡＸ：０４７９-７２-１１１４ 



資料４‐（７）‐２ 

 

②千葉県内のその他の市町村（承前） 

市町村名 国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

旭市 総務課 ２８９-２５９５ 旭市ニ１９２０ 
電話：０４７９-６２-５３１１

ＦＡＸ：０４７９-６３-４９４６

習志野市 総務課 ２７５-８６0１ 習志野市鷺沼１-１-１ 
電話：０４７-４５３-９２４６

ＦＡＸ：０４７-４５３-１５４７

勝浦市 環境防災課 ２９９-５２９２ 勝浦市新官１３４３-１ 
電話：０４７０-７３-１２１１

ＦＡＸ：０４７０-７３-８７８８

市原市 防災課 ２９0-８５0１ 
市原市国分寺台中央１-１-

１ 

電話：０４３６-２３-９８２３

ＦＡＸ：０４３６-２３-９５５６

八千代市 防災対策室 ２７６-８５0１ 
八千代市大和田新田３１２-

５ 

電話：０４７-４８３-１１５１

ＦＡＸ：０４７-４８４-８８２４

鴨川市 消防防災課 ２９６-８６0１ 鴨川市横渚１４５０ 
電話：０４‐７０９３-７８３３

ＦＡＸ：０４-７０９３-７８５１

君津市 総務課 ２９９-１１９２ 君津市久保２-１３-１ 
電話：０４３９-５６-１４８１

ＦＡＸ：０４３９-５６-１４０４

富津市 総務課 ２９３-８５0６ 富津市下飯野２４４３ 
電話：０４３９-８０-１２０９

ＦＡＸ：０４３９-８０-１３５０

四街道市 総務課 ２８４-８５５５ 四街道市鹿渡無番地 
電話：０４３-４２１-６１０２

ＦＡＸ：０４３-４２４-８９２２

袖ケ浦市 管財防災課 ２９９-0２９２ 袖ヶ浦市坂戸市場１-１ 

電話：０４３８-６２-２１１１

（内２３４） 

ＦＡＸ：０４３８-６２-５９１６

八街市 防災課 ２８９-１１９２ 八街市八街ほ３５-２９ 
電話：０４３-４４３-１１１９

ＦＡＸ：０４３-４４４-０８１５

印西市 総務課 ２７0-１３９６ 印西市大森２３６４-２ 
電話：０４７６-４２-５１１１

ＦＡＸ：０４７６-４２-７２４２

白井市 交通防災課 ２７0-１４９２ 白井市復１１２３ 
電話：０４７-４９２-１１１１

ＦＡＸ：０４７-４９１-３５１０

富里市 総務課 ２８６-0２９２ 富里市七栄６５２-１ 
電話：０４７６-９３-１１１１

ＦＡＸ：０４７６-９３-９９５４

-印旛郡- 

酒々井町 総務課 ２８５-８５１0 酒々井町中央台４-１１ 
電話：０４３-４９６-１１７１

０４３-４９６-４５４１ 

印旛村 総務課 ２７0-１６９３ 印旛村瀬戸５５４-１ 
電話：０４７６-９８-１１１２

ＦＡＸ：０４７６-９８-２０７３

本埜村 総務課 ２７0-２３９２ 本埜村笠神２５８７ 
電話：０４７６-９７-１１１１

ＦＡＸ：０４７６-９７-３２０５

栄町 消防本部 ２７0-１５４６ 
栄町生板鍋子新田乙２０-７

１ 

電話：０４７６-９５-８９８３

ＦＡＸ：０４７６-９５-７６３０

-香取郡- 

下総町 総務課 ２８９-0１９２ 下総町猿山１０８０ 
電話：０４７６-９６-１１１１

ＦＡＸ：０４７６-９６-１３０６

神崎町 総務課 ２８９-0２９２ 神崎町神崎本宿１６３ 
電話：０４７８-７２-２１１１

ＦＡＸ：０４７８-７２-２１１０

大栄町 総務課 ２８７-0２９２ 大栄町松子３６６ 
電話：０４７８-７３-２１１１

ＦＡＸ：０４７８-７３-２１１０
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②千葉県内のその他の市町村（承前） 

市町村名 国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

-香取郡-（承前） 

小見川町 総務課 ２８９-0３９３ 小見川町羽根川３８ 
電話：０４７８-８２-１１１１ 

ＦＡＸ：０４７８-８２-３３２５ 

山田町 総務課 ２８９-0４９２ 山田町仁良３００-１
電話：０４７８-７８-２１１１ 

ＦＡＸ：０４７８-７８-５０５５ 

栗源町 総務課 ２８７-0１９２ 栗源町岩部７００ 
電話：０４７８-７５-２１１１ 

ＦＡＸ：０４７８-７５-３２３３ 

多古町 総務課 ２８９-２２９２ 多古町多古５８４ 
電話：０４７９-７６-２６１１ 

ＦＡＸ：０４７９-７６-７１４４ 

東庄町 総務課 ２８９-0６９２ 
東庄町笹川い５７９-

１ 

電話：０４７８-８６-６０８２ 

ＦＡＸ：０４７８-８６-４０５１ 

-匝瑳郡- 

光町 総務課 ２８９-１７９３ 光町宮川１１９０２ 
電話：０４７９-８４-１２１１ 

ＦＡＸ：０４７９-８４-２７１３ 

野栄町 総務課 ２８９-２１９２ 野栄町今泉６４７４ 
電話：０４７９-６７-３１１１ 

ＦＡＸ：０４７９-６７-４９８１ 

-山武郡- 

大網白里町 総務課 ２９９-３２９２ 
大網白里町大網１１

５-２ 

電話：０４７５-７０-０３０３ 

ＦＡＸ：０４７５-７２-８４５４ 

九十九里町 総務課 ２８３-0１９５ 
九十九里町片貝４０

９９ 

電話：０４７５-７０-３１０７ 

ＦＡＸ：０４７５-７０-３１８８ 

成東町 総務課 ２８９-１３９２ 成東町殿台２９６ 
電話：０４７５-８０-１１１４ 

ＦＡＸ：０４７５-８２-２１０７ 

山武町 総務課 ２８９-１２９８ 山武町埴谷１８７４ 
電話：０４７５-８９-３６０８ 

ＦＡＸ：０４７５-８９-１７１１ 

蓮沼村 総務課 ２８９-１８９２ 蓮沼村ハ４８３２-１
電話：０４７５-８６-４９３１ 

ＦＡＸ：０４７５-８６-２７６１ 

松尾町 総務課 ２８９-１５９３ 松尾町松尾４０-２ 
電話：０４７９-８０-７１１７ 

ＦＡＸ：０４７９-８６-４３９２ 

横芝町 総務課 ２８９-１７９２ 横芝町横芝６３６ 
電話：０４７９-８２-８８０３ 

ＦＡＸ：０４７９-８２-５３４２ 

芝山町 総務課 ２８９-１６９２ 芝山町小池９９２ 
電話：０４７９-７７-３９０３ 

ＦＡＸ：０４７９-７７-０８７１ 

松尾町 総務課 ２８９-１５９３ 松尾町松尾４０-２ 
電話：０４７９-８０-７１１７ 

ＦＡＸ：０４７９-８６-４３９２ 

横芝町 総務課 ２８９-１７９２ 横芝町横芝６３６ 
電話：０４７９-８２-８８０３ 

ＦＡＸ：０４７９-８２-５３４２ 

芝山町 総務課 ２８９-１６９２ 芝山町小池９９２ 
電話：０４７９-７７-３９０３ 

ＦＡＸ：０４７９-７７-０８７１ 

-長生郡-  

一宮町 総務課 ２９９-４３９６ 一宮町一宮２４５７ 
電話：０４７５-４２-２１１１ 

ＦＡＸ：０４７５-４２-２４６５ 

睦沢町 総務課 ２９９-４４９２ 
睦沢町下之郷１６５

０-１ 

電話：０４７５-４４-２５００ 

ＦＡＸ：０４７５-４４-１７２９ 

 



資料４‐（７）‐４ 

 

②千葉県内のその他の市町村（承前） 

市町村名 国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

-長生郡- （承前） 

長生村 総務課 ２９９-４３９４ 長生村本郷１-７７ 
電話：０４７５-３２-２１１１

ＦＡＸ：０４７５-３２-１１９４

白子町 総務課 ２９９-４２９２ 白子町関５０７４-２ 
電話：０４７５-３３-２１１１

ＦＡＸ：０４７５-３３-４１３２

長柄町 総務課 ２９７-0２９８ 長柄町桜谷７１２ 
電話：０４７５-３５-２１１１

ＦＡＸ：０４７５-３５-４７３２

長南町 総務課 ２９７-0１９２ 長南町長南２１１０ 
電話：０４７５-４６-２１１１

ＦＡＸ：０４７５-４６-１２１４

-夷隅郡- 

大多喜町 総務課 ２９８-0２９２ 大多喜町大多喜９３ 
電話：０４７０-８２-２１１１

ＦＡＸ：０４７０-８２-４４６１

夷隅町 総務課 ２９８-0１９２ 夷隅町国府台１５２４-１ 
電話：０４７０-８６-２１１１

ＦＡＸ：０４７０-８６-４７２９

御宿町 総務課 ２９９-５１９２ 御宿町須賀１５２２ 
電話：０４７０-６８-２５１１

ＦＡＸ：０４７０-６８-３２９３

大原町 総務課 ２９８-８５0１ 大原町大原７４００-１ 
電話：０４７０-６２-１１１１

ＦＡＸ：０４７０-６３-１２５２

岬町 総務課 ２９９-４６９２ 岬町長者５４９ 
電話：０４７０-８７-２１１１

ＦＡＸ：０４７０-８７-７２４６

-安房郡- 

富浦町 総務課 ２９９-２４９２ 富浦町青木２８ 
電話：０４７０-３３-３１１１

ＦＡＸ：０４７０-３３-３４５１

富山町 総務課 ２９９-２２９２ 富山町久枝２５７ 
電話：０４７０-５７-４５８０

ＦＡＸ：０４７０-５７-３００２

鋸南町 総務課 ２９９-２１９２ 鋸南町下佐久間３４５８ 
電話：０４７０-５５-４８０１

ＦＡＸ：０４７０-５５-１３４２

三芳村 総務課 ２９４-８７0１ 三芳村谷向１００ 
電話：０４７０-３６-２１１１

ＦＡＸ：０４７０-３６-２５７１

白浜町 総務課 ２９５-0１９２ 白浜町白浜３４６７-１ 
電話：０４７０-３８-３１１１

ＦＡＸ：０４７０-３８-２５９１

千倉町 総務課 ２９５-８６0１ 千倉町瀬戸２２９４ 
電話：０４７０-４４-５６１４

ＦＡＸ：０４７０-４０-１０１３

丸山町 総務課 ２９９-２５９２ 丸山町岩糸２４８９ 
電話：０４７０-４６-４８５０

ＦＡＸ：０４７０-４６-３９９１

和田町 総務課 ２９９-２７９２ 和田町仁我浦２４３ 
電話：０４７０-４７-５４１１

ＦＡＸ：０４７０-４７-４１８１

 

③千葉県外の近隣市 
県名 

 市町村名 
国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

埼玉県 

 三郷市 
安全推進課 ３４１-８５0１ 

埼玉県三郷市花和田６４

８－１ 

電話：０４８-９５３-１１１１

ＦＡＸ：０４８-９５２-６７８０

埼玉県 

 吉川市 
市民安全課 ３４２-８５0１ 

埼玉県吉川市吉川２－１

－１ 

電話：０４８-９８２-９４７１

（直通） 



資料４‐（７）‐５ 

 
④防災協定等を結んでいる遠隔市町（埼玉県三郷市は③に収録） 

県名 

  市町名 
国民保護担当課 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 

福島県 

  相馬市 

総務部 

地域防災対策室   
９７６-８６0１ 

 福岡県相馬市中村字大手先１

３  

電話：０２４４-３７-２１２１ 

(消防防災係) 

ＦＡＸ：０２４４－３５－６９３８

長野県 

  信濃町 
総務課庶務係 ３８９-１３９２

長野県上水内郡信濃町大字柏原

４２８-２ 

電話：０２６-２５５-３１１１ 

ＦＡＸ：０２６-２５５-６１０３ 

石川県 

  能登町 
総務課消防防災係 ９２７-0４９２ 

石川県鳳珠郡能登町字 

宇出津新一字１９７－１ 
電話：０７６８-６２-８５１０ 

岩手県 

  北上市 
企画部消防防災課 0２４-８５0１ 

岩手県北上市芳町１－１ 

  

   

電話：０１９７-６４-２１１１ 

（内線：３７１２） 

 


