一

防災関係機関及び民間協力会社、団体一覧
防災関係機関及び民間協力会社、団体一覧・・・・・・・・・１

〔指定地方行政機関〕
機

関

名

九州管区警察局

郵便番号

所

在

地

８１２－８５７３ 福岡市博多区東公園７番７号

防災事務担当部課

電 話 番 号

広域調整第二課

０９２－６２２－５０００

九州管区警察局 大分県情報通信部 ８７０－００２２ 大分市大手町３丁目１番１号

通信運用課

０９７－５３６－２１３１

九州財務局 大分財務事務所

８７０－００１６ 大分市新川町２丁目１番３６号

総務課

０９７－５３２－７１０７

九州厚生局

８１２－００１１ 福岡市博多区博多駅前３－２－８

総務課

０９２－７０７－１１１５

九州農政局

８６０－８５２７ 熊本市西区春日２丁目１０番１号

企画調整室

０９６－２１１－９１１１

九州農政局 地方参事官（大分）

８７０－００４７ 大分市中島西１丁目２番２８号

地方参事官室

０９７－５３２－６１３４

九州森林管理局

８６０－００８１ 熊本市西区京町本丁２－７

企画調整課

０９６－３２８－３５１１

九州森林管理局 大分森林管理署

８７０－０００５ 大分市王子北町３－４６

治山グループ

０９７－５３２－９２８１

九州森林管理局 大分西部森林管理署 ８７７－００１１ 日田市中城町１－１

総務グループ

０９７３－２３－２１６１

九州経済産業局

８１２－８５４６ 福岡市博多区博多駅東２丁目１１－１

総務課

０９２－４８２－５４０５～０７

九州産業保安監督部

８１２－００１３ 福岡市博多区博多駅東２丁目１１－１

管理課

０９２－４８２－５９２３～７

福岡管区気象台

８１０－００５２ 福岡市中央区大濠１丁目２－３６

０９２－７２５－３６０４

大分地方気象台

８７０－００２３ 大分市長浜町３丁目１－３８

０９７－５３２－０６４４

第七管区海上保安本部

８０１－８５０７ 北九州市門司区西海岸１－３－１０門司港湾合同庁舎

０９３－３２１－２９３１

大分海上保安部

８７０－０１０７ 大分市大字海原字地浜９１６－５

大分海上保安部 津久見分室

８７９－２４４２ 津久見市港町８の５

０９７２－８２－２８８６

大分海上保安部 佐伯海上保安署

８７６－０８１１ 佐伯市鶴谷町２丁目３－３０号

０９７２－２２－４９９９

大阪航空局 大分空港事務所

８７３－０４２１ 国東市武蔵町糸原大海田

1

警備救難課

総務課

０９７－５２１－０１１４

０９７８－６７－３７７１

備 考

機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

九州運輸局 大分運輸支局

８７０－０９０６ 大分市大州浜１－１－４５

総務企画部門

０９７－５５８－２２３５

九州地方整備局

８１２－００１３ 福岡市博多区博多駅東２丁目１０－７

企画部防災課

０９２－４７１－６３３１

九州地方整備局 別府港湾・空港整備事務所 ８７４－０９１９

別府市石垣東１０丁目３－１５

九州地方整備局 大分河川国道事務所 ８７０－０８２０ 大分市西大道１丁目１番７１号
九州地方整備局 大分川ダム工事事務所 ８７０－００４４

０９７７－２１－０１７１
調査第一課

大分市舞鶴町１丁目３番３０号ＳＴビル

０９７－５３８－３３９１

九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 ８７６－０８１３ 佐伯市長島町４丁目１４番１４号

九州地方整備局 筑後川河川事務所 ８３０－８５６７ 久留米市高野１丁目２番１号

０９７－５４４－４１６７

０９７２－２２－１８８０
調査課

０９４２－３３－９１３１

九州地方整備局 筑後川河川事務所日田出張所 ８７７－００７４

日田市中ノ島町６０８－１４

０９７３－２３－５２９１

九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 ８３０－０００２

久留米市高野１丁目２番２号

０９４２－３９－６６５１

九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所
８７７－０２０１
松原ダム管理支所

日田市大山町西大山８４９２－２

０９７３－５２－３１２１

九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所
８６９－２５０２
下筌ダム管理支所

熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕５８２７－３

０９７３－５４－３１２０

九州地方整備局 山国川河川事務所 ８７１－００２６ 中津市大字高瀬１８５１－２
九州地方整備局 山国川河川事務所耶馬溪ダム ８７１－０４０５

中津市耶馬溪町大字柿坂１８０６－６

０９７９－２４－０５７１
ダム管理課

０９７９－５４－３１３６

陸上課

０９６－３２６－７８６０

九州総合通信局

８６０－８７９５ 熊本県熊本市西区春日２丁目１０番１号

大分労働局

８７０－００３７ 大分市東春日町１７－２０大分第２ソフィアプラザビル３階 総務部総務課

2

０９７－５３６－３２１１

備 考

〔自 衛 隊〕
機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

陸上自衛隊 西部方面総監部

８６２－０９０１ 熊本市東区東町１－１－１

運用室

０９６－３６８－５１１１

陸上自衛隊 第４師団司令部

８１６－８６６６ 福岡県春日市大和町５－１２

防衛班

０９２－５９１－１０２０

陸上自衛隊 第４１普通科連隊

８７４－０８４９ 別府市大字鶴見４５４８－１４３

第三科

０９７７－２２－４３１１

陸上自衛隊 西部方面特科隊

８７９－５１９５ 由布市湯布院町川上９４１

第三科

０９７７－８４－２１１１

陸上自衛隊 第４師団西部方面戦車隊 ８７９－４４９８ 玖珠郡玖珠町帆足 ２４９４

部隊第三科

０９７３－７２－１１１６

自衛隊 大分地方協力本部

８７０－００１６ 大分市新川町２－１－３６

総務課

０９７－５３６－６２７１

海上自衛隊 佐伯基地分遣隊

８７６－０８１１ 佐伯市鶴谷町３丁目３番３７号

警備科

０９７２－２２－０３７０

備 考

〔指定公共機関〕
機

関

名

九州旅客鉄道 株式会社 大分支社

郵便番号

所

在

地

８７０－０８３１ 大分市要町１－１

防災事務担当部課
総務企画課

日本貨物鉄道 株式会社 大分・宮崎営業所 ８７０－０００２ 大分市浜の市１－１

電 話 番 号
０９７－５３２－４０７９
０９７－５３７－３５６４

株式会社 ＮＴＴフィールドテクノ九州支店 大分営業所

８７０－００２３ 大分市長浜町３－１５－７

KDDI まとめてオフィス西日本株式会社
九州支社

８１２－８５０３ 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５紙与博多ビル 法人営業１部／法人営業２部 ０９２－５７７－３５２６

フィールド統括部門

株式会社NTTドコモCS九州大分支店 ８７０－００２６ 大分市金池町１丁目４ １ドコモ大分ビル

０９７－５１３－０１０１

０９７－５３２－１１８２

日本銀行大分支店

８７０－００２３ 大分市長浜町２丁目１３－２０

総務課

０９７－５３３－９１１０

日本赤十字社 大分県支部

８７０－００３３ 大分市千代町２丁目３－３１

事業推進課

０９７－５３４－２２３６

日本放送協会 大分放送局

８７０－８６６０ 大分市高砂町２－３６

日本通運 株式会社 大分支店

８７０－００２６ 大分市金池町２丁目１１番１号

総務・衛生課

０９７－５３５－１１１３

九州電力株式会社 送配電カンパニー
大分送配電統括センター

８７０－００２６ 大分市金池町２丁目３－４

企画管理グループ

０９７－５６０－７７５６

西日本高速道路 株式会社 九州支社

８１２－００１３

０９７－５３３－２８００

福岡市博多区博多駅東３－１３－１５

０９２－２６０－６１１１

西日本高速道路 大分高速道路事務所 ８７０－０８７９ 大分市大字金谷迫字塚田１４３８

０９７－５４６－８０６１

大分中央郵便局

０９７－５３２－８６６２

８７０－８７９９ 大分市府内町３－４－１８

3

備 考

〔指定地方公共機関〕
機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

株式会社 大分放送

８７０－０９３８ 大分市今津留３－１－１

総務局

０９７－５５８－１１１１

株式会社 テレビ大分

８７０－８６３６ 大分市春日浦８４３－２５

総務局

０９７－５３２－９１１１

大分朝日放送株式会社

８７０－８５２４ 大分市新川西１２

総務局

０９７－５３８－６１１１

株式会社エフエム大分

８７０－８５５８ 大分市府内町３－８－８ハニカムプラザ４Ｆ 放送部

０９７－５３４－８８８８

大分県デジタルネットワークセンター株式会社 ８７０－００３７

事務局
０９７－５４２－１１２１

大分市東春日町１番２号

公益社団法人 大分県トラック協会

８７０－０９０５ 大分市向原西１－１－２７

０９７－５５８－６３１１

一般社団法人 大分県バス協会

８７０－０９０７ 大分市大津町３丁目４ １３大分県交通会館 ３Ｆ

０９７－５５８－３９４６

大分交通株式会社

８７０－８６９１ 大分市新川西８組の３

管理部

０９７－５３２－４９４８

大分バス株式会社

８７０－００２６ 大分市金池２丁目１２番１号

総務課

０９７－５３４－６１６１

日田バス株式会社

８７７－００１４ 日田市本町８番１８号

営業所

０９７３－２２－７１０５

亀の井バス株式会社

８７４－０８３３ 別府市大字鶴見３８２５の１

総務部

０９７７－２３－５１７９

一般社団法人 大分県医師会

８７０－８５６３ 大分市大字駄原２８９２－１

庶務課

０９７－５３２－９１２１

大分瓦斯株式会社

８７４－０９２８ 別府市北的ヶ浜町５－２５

総務課

０９７７－２４－２１１１

一般社団法人 大分県LPガス協会

８７０－０９０１ 大分市西新地１－９－５

０９７－５５８－５４８３

一般社団法人 大分県歯科医師会

８７０－０８１９ 大分市王子新町６番１号

０９７－５４５－３１５１

4

備 考

機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

大分合同新聞社

８７０－８６０５ 大分市府内町３－９－１５

０９７－５３６－２１２１

朝日新聞 大分総局

８７０－００４５ 大分市城崎町２－１－１１

０９７－５３２－３１９１

共同通信社 大分支局

８７０－００２１ 大分市府内町３－９－１５

０９７－５３６－２６５６

時事通信社 大分支局

８７０－００２１ 大分市府内町３－８－２１

０９７－５３４－５５００

西日本新聞社 大分総局

８７０－００３４ 大分市都町１－１－２３住友生命大分ビル５階

０９７－５３６－０１１１

日刊工業新聞社 大分支局

８７０－０８２３ 大分市東大道１の８の２８シェドゥ－ヴル上野の森８０３

０９７－５７８－９１９５

日本経済新聞社 大分支局

８７０－００２１ 大分市府内町３－７－２０

０９７－５３２－４９３２

毎日新聞社 大分支局

８７０－００３４ 大分市都町１－１－２３住友生命大分ビル１３階

０９７－５３２－４１３１

読売新聞社 大分支局

８７０－００４６ 大分市荷揚町３－１－５階

０９７－５３４－１６２１

公益社団法人 大分県看護協会

８７０－０８５５ 大分市大字豊饒３１０－４

０９７－５７４－７１１７

一般社団法人 大分県地域婦人団体連合会 ８７０－００３７ 大分市東春日町１－１

０９７－５３４－００１５

公益社団法人 大分県薬剤師会

８７０－０８５５ 大分市豊饒４４１－１

０９７－５４４－４４０５

一般社団法人 大分県建設業協会

８７０－００４６ 大分県大分市荷揚町４－２８

０９７－５３６－４８００

太平洋セメント株式会社 大分工場

８７９－２４７１ 大分県津久見市合ノ元町２－１

０９７２－８２－３１１１

5

備 考

〔警

察〕
機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

大分県警察本部

８７０－８５０２ 大分市大手町３丁目１－１

警備第二課

０９７－５３６－２１３１

大分中央警察署

８７０－００４６ 大分市荷揚町５－６

警備課

０９７－５３３－２１３１

大分東警察署

８７０－０１０６ 大分市大字鶴崎２２００番地の８

警備課

０９７－５２７－２１３１

大分南警察署

８７０－１１７３ 大分市大字横瀬２２１２－１

警備課

０９７－５４２－２１３１

別府警察署

８７４－０９０９ 別府市田の湯町１３番１３号

警備課

０９７７－２１－２１３１

中津警察署

８７１－００２４ 中津市中央町１丁目２－１０

警備課

０９７９－２２－２１３１

佐伯警察署

８７６－００１２ 佐伯市大字鶴望２８２５番地４

警備課

０９７２－２２－２１３１

日田警察署

８７７－００２５ 日田市田島２丁目８－１

警備課

０９７３－２３－２１３１

豊後大野警察署

８７９－７１２５ 豊後大野市三重町内田１１９６

警備課

０９７４－２２－２１３１

竹田警察署

８７８－００２５ 竹田市大字拝田原２２１

警備課

０９７４－６３－２１３１

宇佐警察署

８７９－０４５３ 宇佐市大字上田１０１０－１

警備課

０９７８－３２－２１３１

臼杵津久見警察署

８７５－００４１ 臼杵市大字臼杵７２－６１

警備課

０９７２－６２－２１３１

国東警察署

８７３－０５０３ 国東市国東町鶴川４８－１

警備課

０９７８－７２－２１３１

豊後高田警察署

８７９－０６２１ 豊後高田市是永町３２－１

警備課

０９７８－２２－２１３１

玖珠警察署

８７９－４４１３ 玖珠郡玖珠町大字塚脇４６７番地

警備課

０９７３－７２－２１３１

杵築日出警察署

８７９－１５０２ 速見郡日出町大字藤原字友田２２７７番地２ 警備課

０９７７－７２－２１３１

大分県警察本部 生活安全部地域課
８７３－０４２１ 国東市武蔵町糸原３６００
（警察航空隊）
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０９７８－６８－０２７０

備 考

〔市 町 村〕
機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

大分市

８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号

防災危機管理課

０９７－５３７－５６６４

別府市

８７４－８５１１ 別府市上野口町１番１５号

防災危機管理課

０９７７－２１－２２５５

中津市

８７１－８５０１ 中津市豊田町１４番地３

防災危機管理課

０９７９－２２－１１１１

中津市三光支所

８７１－０１９２ 中津市三光原口６４４番地７

総務・住民課

０９７９－４３－２０５０

中津市本耶馬渓支所

８７１－０２９５ 中津市本耶馬溪町曽木１８００番地

総務・住民課

０９７９－５２－２２１１

中津市耶馬渓支所

８７１－０４０５ 中津市耶馬溪町大字柿坂１３８番地１

総務・住民課

０９７９－５４－３１１１

中津市山国支所

８７１－０７９５ 中津市山国町守実１３０番地

総務・住民課

０９７９－６２－３１１１

日田市

８７７－８６０１ 日田市田島２丁目６番１号

防災・危機管理課

０９７３－２２－８３６３

日田市 前津江振興局

８７７－０２１２ 日田市前津江町大野２１８９番地１

総務振興係

０９７３－５３－２１１１

日田市 中津江振興局

８７７－０３０１ 日田市中津江村栃野２３５７番地１

総務振興係

０９７３－５４－３１１１

日田市 上津江振興局

８７７－０３３１ 日田市上津江町川原２７１０番地

総務振興係

０９７３－５５－２０１１

日田市 大山振興局

８７７－０２９５ 日田市大山町西大山３４９４番地１

総務振興係

０９７３－５２－３１０１

日田市 天瀬振興局

８７９－４２９２ 日田市天瀬町桜竹６７１番地２

総務振興係

０９７３－５７－８２０１

佐伯市

８７６－８５８５ 佐伯市中村南町１－１

防災局防災危機管理課 ０９７２－２２－４５６７

佐伯市 上浦振興局

８７９－２６９２ 佐伯市上浦大字津井浦１４００番地３

地域振興課

０９７２－３２－３１１１

佐伯市 弥生振興局

８７６－０１１２ 佐伯市弥生大字上小倉６５６番地１

地域振興課

０９７２－４６－１１１１

佐伯市 本匠振興局

８７６－０２０５ 佐伯市本匠大字波寄２６８５番地

地域振興課

０９７２－５６－５１１１

佐伯市 宇目振興局

８７９－３２０５ 佐伯市宇目大字千束１０６０番地１

地域振興課

０９７２－５２－１１１１

佐伯市 直川振興局

８７９－３１０１ 佐伯市直川大字赤木１０５番地

地域振興課

０９７２－５８－２１１１

佐伯市 鶴見振興局

８７６－１２０２ 佐伯市鶴見大字地松浦２００８番地６

地域振興課

０９７２－３３－１１１１

佐伯市 米水津振興局

８７６－１４０１ 佐伯市米水津大字浦代浦１２３９番地２

地域振興課

０９７２－３５－６１１１

佐伯市 蒲江振興局

８７６－２４９２ 佐伯市蒲江大字蒲江浦３７３番地１

地域振興課

０９７２－４２－１１１１
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備 考

機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

臼杵市

８７５－８５０１ 臼杵市大字臼杵７２番の１

総務課防災危機管理室 ０９７２－６３－１１１１

臼杵市 野津庁舎

８７５－０２９２ 臼杵市野津町大字野津市３２６番地の１

地域振興部市民生活推進課

０９７４－３２－２２２０

津久見市

８７９－２４３５ 津久見市宮本町２０－１５

総務課

０９７２－８２－４１１１

竹田市

８７８－８５５５ 竹田市大字会々１６５０

総務課

０９７４－６３－４８００

竹田市 荻支所

８７９－６１９２ 竹田市荻町恵良原１７７２番地７

地域振興課

０９７４－６８－２２１１

竹田市 久住支所

８７８－０２０１ 竹田市久住町大字久住６１６１番地１

地域振興課

０９７４－７６－１１１２

竹田市 直入支所

８７８－０４０２ 竹田市直入町大字長湯８２０１

地域振興課

０９７４－７５－２２１１

豊後高田市

８７９－０６９２ 豊後高田市是永町３９番地３

総務課

０９７８－２５－６３９１

豊後高田市 真玉庁舎

８７２－１１０１ 豊後高田市中真玉２１４４番地１２

地域総務一課

０９７８－５３－５１１１

豊後高田市 香々地庁舎

８７２－１２０７ 豊後高田市見目１１０番地

地域総務二課

０９７８－５４－３１１１

杵築市

８７３－０００１ 杵築市大字杵築３７７番地１

危機管理課

０９７８－６２－１８０２

杵築市 大田庁舎

８７９－０９０１ 杵築市大田石丸４４５番地

振興課

０９７８－５２－２２２２

杵築市 山香庁舎

８７９－１３０７ 杵築市山香町大字野原１０１０番地２

振興課

０９７７－７５－２４０１

宇佐市

８７９－０４９２ 宇佐市大字上田１０３０番地の１

危機管理課

０９７８－２７－８１１１

宇佐市 院内支所

８７２－０３３２ 宇佐市院内町山城３９番地

地域振興課

０９７８－４２－５１１１

宇佐市 安心院支所

８７２－０５９２ 宇佐市安心院町下毛２１１５番地

地域振興課

０９７８－４４－１１１１

8

備 考

機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

豊後大野市

８７９－７１９８ 豊後大野市三重町市場１２００番地

総務課防災危機管理室 ０９７４－２２－１００１

豊後大野市 清川支所

８７９－６９０３ 豊後大野市清川町砂田１８１９番地

清川支所

０９７４－３５－２１１１

豊後大野市 緒方支所

８７９－６６９５ 豊後大野市緒方町馬場３６番地

緒方支所

０９７４－４２－２１１１

豊後大野市 朝地支所

８７９－６２２２ 豊後大野市朝地町朝地８９１番地

朝地支所

０９７４－７２－１１１１

豊後大野市 大野支所

８７９－６４４１ 豊後大野市大野町田中５５番地１

大野支所

０９７４－３４－２３０１

豊後大野市 千歳支所

８７９－７４０１ 豊後大野市千歳町新殿７０６番地１

千歳支所

０９７４－３７－２１１１

豊後大野市 犬飼支所

８７９－７３０１ 豊後大野市犬飼町犬飼２８番地

犬飼支所

０９７－５７８－１１１１

由布市（庄内庁舎）

８７９－５４９８ 由布市庄内町柿原３０２番地

総務部防災安全課

０９７－５８２－１１４０

由布市 挾間振興局

８７９－５５９２ 由布市挾間町向原１２８番地１

地域振興課

０９７－５８３－１１１１

由布市 庄内振興局

８７９－５４９８ 由布市庄内町柿原３０２番地

地域振興課

０９７－５８２－１１１１

由布市 湯布院振興局

８７９－５１９２ 由布市湯布院町川上３７３８番地１

地域振興課

０９７７－８４－３１１１

国東市

８７３－０５０２ 国東市国東町鶴川１４９番地

総務課

０９７８－７２－５１６０

国東市 国見総合支所

８７２－１４０１ 国東市国見町伊美２３００番地２

地域総務課

０９７８－８２－１１１１

国東市 武蔵総合支所

８７３－０４１２ 国東市武蔵町古市６８４番地

地域総務課

０９７８－６８－１１１１

国東市 安岐総合支所

８７３－０２０３ 国東市安岐町中園１００番地

地域総務課

０９７８－６７－１１１１

姫島村

８７２－１５０１ 東国東郡姫島村１６３０番地の１

総務課

０９７８－８７－２２７５

日出町

８７９－１５９２ 速見郡日出町２９７４－１

総務課

０９７７－７３－３１５０

九重町

８７９－４８９５ 玖珠郡九重町大字後野上８－１

危機管理情報推進課

０９７３－７６－３８０１

玖珠町

８７９－４４９２ 玖珠郡玖珠町大字帆足２６８－５

環境防災課

０９７３－７２－１８９１
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備 考

〔消防本部・署〕
機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

大分市消防局

８７０－００４４ 大分市舞鶴町１丁目１番１号

大分市中央消防署

８７０－００４４ 大分市舞鶴町１丁目１番１号

０９７－５３２－２１０８

大分市東消防署

８７０－０１０３ 大分市東鶴崎１丁目１番２６号

０９７－５２７－２７２１

大分市南消防署

８７０－１１５１ 大分市大字市５１番地の１

０９７－５８６－１２３０

別府市消防本部

８７４－０９０５ 別府市上野口町１９－２７

中津市消防本部

８７１－００２７ 中津市大字上宮永３６４

佐伯市消防本部

８７６－００４７ 佐伯市鶴岡西町１丁目２２３番地

予防課

０９７２－２２－３３７７

臼杵市消防本部

８７５－００６１ 臼杵市大字前田１８５１番地４

警防課

０９７２－６２－２３０３

津久見市消防本部

８７９－２４６１ 津久見市大字上青江３６１７番の１

竹田市消防本部

８７８－００１１ 竹田市大字会々２７４２－１

警防課

０９７４－６３－０１１９

豊後高田消防本部

８７９－０６０５ 豊後高田市御玉１４７

警防課

０９７８－２２－３１０８

宇佐市消防本部

８７９－０４４４ 宇佐市石田１７６

警防課

０９７８－３２－０１１９

豊後大野市消防本部

８７９－７１２５ 豊後大野市三重町内田２８２７番地１

警防課

０９７４－２２－０４６４

由布市消防本部

８７９－５５２１ 由布市挾間町大字鬼瀬２７８

警防課

０９７－５８３－１３１０

警防課

警防課

０９７－５３２－２１９９

０９７７－２５－１１２４
０９７９－２２－０００１

０９７２－８２－５２１１

日田玖珠広域消防組合 日田消防署 ８７７－００７１ 日田市大字十二町５５８－２

０９７３－２４－２２０４

日田玖珠広域消防組合 玖珠消防署 ８７９－４４１４ 玖珠郡玖珠町大字大隈２２６－５

０９７３－７２－２１４１

杵築速見消防組合消防本部

８７３－００１２ 杵築市大字中１４１２番地

日出消防署

８７９－１５０２ 速見郡日出町大字藤原２２３５－１

国東市消防本部

８７３－０５０２ 国東市国東町田深９４５－１
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警防課

０９７８－６２－４３４１
０９７７－７２－７６５７

警防課

０９７８－７２－１１７７

備 考

〔民間協力会社及び団体〕
機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

鶴崎海陸運輸株式会社

８７０－０１１１ 大分市中ノ洲１－８

大分県石油商業組合

８７０－００３４ 大分市都町３丁目６－２６

０９７－５３３－０２３５

一般財団法人 大分県消防協会

８７０－００２３ 大分市長浜町１－４－６塩九升ビル２Ｆ

０９７－５７８－７９８１

一般社団法人 大分県危険物安全協会 ８７０－００２３ 大分市長浜町１－４－６塩九升ビル２Ｆ

０９７－５７８－７９８０

一般社団法人 大分県火薬類保安協会 ８７０－００４５ 大分市城崎町２丁目１番５号司法ビル２Ｆ

０９７－５３４－０７７１

一般社団法人 大分県高圧ガス保安協会 ８７０－００４５ 大分市城崎町２丁目１番５号司法ビル２Ｆ

０９７－５３４－０７３３

一般財団法人 大分県消防設備安全協会 ８７０－００２３ 大分市長浜町２－１２－１０昭栄ビル４Ｆ

０９７－５３７－３１２５

大分県山岳遭難対策協議会

港湾部

８７０－８５０２ 大分市大手町３丁目１番１号

公益社団法人 別府湾をきれいにする会 ８７０－００１８ 大分市豊海１丁目１番１０号

０９７－５２１－１１３５

（事務局）県警地域課

０９７－５３６－２１３１

廃棄物対策課

０９７－５３６－３８４１

一般社団法人 大分県助産師会

８７０－００３５ 大分市中央町４丁目２番２９号園田ビル２０１号

０９７－５３４－０７５３

一般社団法人 大分県建設業協会

８７０－００４６ 大分市荷揚町４番２８号

０９７－５３６－４８００

公益社団法人 大分県建築士会

８７０－００４５ 大分市城崎町１丁目３－３１

０９７－５３２－６６０７

一般社団法人 大分県建築士事務所協会 ８７０－００１６ 大分市新川町２丁目１３１９－１

０９７－５３７－７６００

一般社団法人 大分県技能士会連合会 ８７０－１１４１ 大分市大字下宗方字古川１０３５－１

０９７－５４２－６８４９

大分県商工会連合会

８７０－００２６ 大分市金池町３－１－６４（中小企業会館内）

０９７－５３４－９５０７

大分県中小企業団体中央会

８７０－００２６ 大分市金池町３－１－６４（中小企業会館内）

０９７－５３６－６３３１

大分県土地改良建設研究会

８７０－００４６ 大分市荷揚町４番２８号大分県建設会館４Ｆ

０９７－５３７－８１３５

一般社団法人 大分県労働基準協会 ８７０－００１５ 大分市勢家新川西５－２板井ビル２階

大分支部

０９７－５３４－７４３０

大分県道路舗装協会

８７０－００４６ 大分市荷揚町４－２８

０９７－５３４－１０６８

大分県左官業組合連合会

８７０－０９２４ 大分市牧３丁目５－１０

０９７－５５６－１２２１

大分県管工事協同組合連合会

８７０－０９０６ 大分市大州浜１丁目３番５号

０９７－５５１－１６３７

11

備 考

機

関

名

大分県板金工業組合

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号
０９７３－２４－１２４０

８７７－００３５ 日田市大字日高１４５６－３（有）東雲板金工業所

協同組合大分県塗装防水仕上工業会 ８７０－０１０８ 大分市三佐２－１０－５

０９７－５２１－５２２８

大分県鳶土工業連合会

８７０－０９５５ 大分市下郡南２丁目４－２０（株）めの建設

０９７－５６９－４３３３

大分県電気工事業工業組合

８７０－０９４３ 大分市大字片島４４０－２

０９７－５６８－２１４６

大分県畳工業組合

８７０－０９４６ 大分市曲１１１９－２（有）田崎畳店

０９７－５６９－３６２１

大分県砂利協同組合

８７０－００２３ 大分市長浜町２丁目１３長浜マルビル２－Ａ

０９７－５４０－６９１３

大分県鉄筋工事業協同組合

８７９－１５０７ 速見郡日出町大字豊岡字岩垣８８１－１（株）イマハシ

０９７７－２８－０１６０

大分県砕石協同組合

８７０－１１３３ 大分市大字宮崎４１６

０９７－５６９－８９７４

大分県生コンクリート工業組合

８７０－０２４５ 大分市大在北３－３５６

０９７－５２８－８２２５

大分県木材協同組合連合会

８７０－０００４ 大分市王子港町１番１７号

０９７－５３２－７１５１

大分県板硝子商組合連合会

８７０－０９１５ 大分市花高松３－８－２８（有）桜木硝子店内

０９７－５５８－４０１２

大分県コンクリート製品協同組合

８７０－０９１９ 大分市新栄町１０－２５

０９７－５５６－１３１０

大分県土地改良事業団体連合会

８７０－００４５ 大分市城崎町２丁目２番２５号

０９７－５３６－６６３１

一般社団法人 大分県バス協会

８７０－０９０７ 大分市大津町３－４－１３

０９７－５５８－３９４６

特定非営利活動法人 大分県砂防ボランティア協会 ８７０－００２２

大分市大手町３－８－６さつきマンション７１１号

公益財団法人 大分県環境管理協会 ８７０－１１２３ 大分市大字寒田字下原４０９－４０

０９７－５６７－１８５５

一般社団法人 大分県産業資源循環協会 ８７０－０９０５ 大分県大分市向原西１丁目１－２７大分県トラック会館４階

０９７－５０３－０３５０

大分県建造物解体工事業協同組合 ８７０－００１８ 大分市豊海２丁目４－４

０９７－５４０－５５７７

大分県環境整備事業協同組合

０９７－５５８－６９４３

８７０－０９２１ 大分市萩原１－４－４

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 ８７０－０９０７ 大分市大津町２丁目１番４１号

大分県ボランティア・市民活動センター

０９７－５５８－３３７３

全日本漁港建設協会大分県支部

事務局

０９７－５３７－７３７４

８７０－００３７ 大分市東春日町６番１号

12

備 考

機

関

名

郵便番号

所

在

地

防災事務担当部課

電 話 番 号

大分県農業協同組合中央会

８７０－００４４ 大分市舞鶴町１丁目４－１５

大分県青果物卸売市場連合会

８７０－００１８ 大分市豊海４町名１番１号（丸果大同青果株式会社内）

０９７－５３３－３２３２

大分県漁業協同組合

８７０－００２１ 大分市府内町３丁目５－７

０９７－５３２－６６１１

大分県森林組合連合会

８７０－０８４４ 大分市古国府字内山１３３７－２０

０９７－５４５－３５００
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総務企画部

０９７－５３８－６３６６

備 考

