
県民一斉防災訓練～シェイクアウトとやま～参加登録団体一覧

※参加登録時に公表の了解があった組織・団体について掲載しています。

区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

保育所・幼稚園 射水市立大島南部保育園

保育所・幼稚園 射水市立片口保育園

保育所・幼稚園 射水市立大門きらら保育園

保育所・幼稚園 魚津市立青島保育園

保育所・幼稚園 魚津市立片貝保育園

保育所・幼稚園 魚津市立野方保育園

保育所・幼稚園 魚津市立火町幼稚園

保育所・幼稚園 魚津市立松倉保育園

保育所・幼稚園 魚津市立道下保育園

保育所・幼稚園 学校法人高岡第一学園附属第三幼稚園

保育所・幼稚園 学校法人荻浦学園さみどり認定こども園

保育所・幼稚園 学校法人博愛学園あけぼの幼稚園

保育所・幼稚園 学校法人早月加積幼稚園幼保連携型認定こども園早月加積認定こども園

保育所・幼稚園 学校法人邑弘学園幼稚園型認定こども園紫幼稚園

保育所・幼稚園 かづみ認定こども園

保育所・幼稚園 かみいいの認定こども園

保育所・幼稚園 黒部市村椿保育所

保育所・幼稚園 黒部市生地こども園

保育所・幼稚園 黒部市下立保育所

保育所・幼稚園 黒部市三島保育所

保育所・幼稚園 黒部市立さくら幼稚園

保育所・幼稚園 黒部市立東布施保育所

保育所・幼稚園 黒部市若栗保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人あいじ福祉会黒部愛児保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人あいじ福祉会三日市保育所

保育所・幼稚園 社会福祉法人射水万葉会大島つばき保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人射水万葉会新湊うみいろこども園

保育所・幼稚園 社会福祉法人浦山学園福祉会小杉西部保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人小杉福祉会あいあい保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人相幸福祉会かがやき保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人ちいさな花の福祉会石動西部保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人常盤台保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人徳樹福祉会滑川中央保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人新川児童福祉会おおふせ認定こども園

保育所・幼稚園 社会福祉法人伏木保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人双葉保育園幼保連携認定こども園ふたばこども園
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

保育所・幼稚園 社会福祉法人わかくさ福祉会幼保連携型認定こども園わかくさ保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人天神保育園

保育所・幼稚園 私立さくら保育園

保育所・幼稚園 特定医療保人社団研精会やなぎはら保育園

保育所・幼稚園 砺波市立庄下保育園

保育所・幼稚園 砺波市立種田保育所

保育所・幼稚園 砺波市立出町認定こども園

保育所・幼稚園 砺波市立南部認定こども園

保育所・幼稚園 砺波市立東山見保育所

保育所・幼稚園 富山市立柳町保育所

保育所・幼稚園 南砺市立城端さくら保育園

保育所・幼稚園 南砺市立利賀ささゆり保育園

保育所・幼稚園 南砺市立認定こども園井波にじいろ保育園

保育所・幼稚園 南砺市立福光東部かがやき保育園

保育所・幼稚園 入善町立椚山保育所

保育所・幼稚園 入善町立こあら保育所

保育所・幼稚園 入善町立入善保育所

保育所・幼稚園 入善町立ひばり野保育所

保育所・幼稚園 認定こども園いずみ幼稚園

保育所・幼稚園 認定こども園井波にじいろ保育園

保育所・幼稚園 認定こども園小杉東部保育園

保育所・幼稚園 認定こども園定塚保育園

保育所・幼稚園 認定こども園晴雲幼稚園

保育所・幼稚園 認定こども園福野青葉幼稚園

保育所・幼稚園 認定こども園福光青葉幼稚園

保育所・幼稚園 認定保育園川原保育園

保育所・幼稚園 幼保連携型認定こども園東般若保育園

保育所・幼稚園 済生会高岡なでしこ保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人吉島保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人国吉ちくば保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人南部福祉会南部保育園

保育所・幼稚園 社会福祉法人和敬会　幼保連携型認定こども園　ピノキオナースリースクール

保育所・幼稚園 認定こども園　野村保育園

保育所・幼稚園 認定こども園ひかり幼稚園

保育所・幼稚園 富山県済生会幼保連携型認定こども園なでしこ保育園

保育所・幼稚園 立山町立岩峅保育所

私立高校 学校法人龍谷富山高等学校

私立高校 高岡向陵高等学校
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

大学・短期大学等 公立大学法人富山県立大学射水キャンパス

大学・短期大学等 国立大学法人富山大学

大学・短期大学等 国立大学法人富山大学高岡キャンパス

専修学校・各種学校 学校法人青池学園富山校

専修学校・各種学校 学校法人臼井学園臼井美容専門学校

専修学校・各種学校 学校法人臼井学園北陸ビジネス福祉専門学校

専修学校・各種学校 高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所

企業 NECネッツエスアイ株式会社富山営業所

企業 ＹＫＫAP株式会社黒部事業所

企業 YKKAP株式会社黒部製造所/越湖製造所/荻生製造所/滑川製造所

企業 アルビス株式会社

企業 宇奈月通運株式会社

企業 株式会社NBリソース富山

企業 株式会社サンウェルズ太陽のプリズム才覚寺

企業 株式会社高岡市衛星公社

企業 関西電力株式会社北陸支社

企業 三協立山株式会社

企業 サンユウセキュリティ株式会社

企業 全国共済農業協同組合連合会

企業 ダイチ株式会社

企業 高岡信用金庫

企業 中部経済産業局電気・ガス事業北陸支局

企業 特別養護老人ホーム越之湖

企業 となみ野農業協同組合

企業 富山経済同友会

企業 富山県行政書士会

企業 富山信用金庫

企業 富山地方鉄道株式会社

企業 にいかわ信用金庫

企業 日産化学株式会社富山工場

企業 日本安全産業株式会社

企業 日本海石油株式会社

企業 日本銀行富山事務所

企業 日本郵便株式会社

企業 日本郵便株式会社小杉郵便局

企業 日本郵便株式会社富山北郵便局

企業 日本郵便株式会社滑川郵便局

企業 日本郵便株式会社高岡郵便局
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

企業 日本郵便株式会社県呉西地区内郵便局

企業 日本郵便株式会社富山南郵便局

企業 日本郵便株式会社中加積郵便局

企業 沼総合保険センター

企業 農林中央金庫富山支店

企業 北陸電気工事株式会社

企業 北陸電力株式会社富山支店

企業 北陸電力株式会社新川支店

企業 北陸電力株式会社新川水力センター

企業 北陸電力送配電株式会社富山支社新川電力部

企業 北陸電力送配電株式会社富山支社新川配電部

企業 北陸電力株式会社神通水力センター

企業 北陸プラントサービス株式会社

企業 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

企業 山田工業株式会社婦中事業部

企業 リコージャパン株式会社富山支店

企業 一般社団法人北陸電気保安協会富山地区本部

企業 株式会社　ジェスコ

企業 株式会社アーキジオ

企業 株式会社アスプコミュニケーションズ

企業 株式会社インターネットイニシアティブ北信越支店

企業 株式会社インテック

企業 株式会社かんぽ生命保険富山支店

企業 株式会社ケーブルテレビ富山

企業 株式会社広貫堂呉羽工場

企業 株式会社ドコモCS北陸富山支店

企業 株式会社ドコモビジネスソリューションズ北陸支社富山支店

企業 株式会社トマック

企業 株式会社ホクタテ

企業 株式会社北陸銀行

企業 株式会社リペイル

企業 株式会社広貫堂

企業 株式会社富山銀行

企業 株式会社富山第一銀行

企業 株式会社野上緑化

企業 関西電力送配電株式会社

企業 関電不動産開発株式会社北陸支店

企業 高岡ガス株式会社
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

企業 三菱商事株式会社北陸支店

企業 石動信用金庫

企業 全国農業協同組合連合会富山県本部

企業 中川運輸株式会社

企業 砺波信用金庫

企業 道路技術サービス株式会社

企業 日本海ガス株式会社

企業 日本海環境サービス株式会社

企業 日本海建興株式会社

企業 日本海電業株式会社

企業 日本郵便株式会社イオンモールとなみ郵便局

企業 日本郵便株式会社　神保郵便局

企業 日本郵便株式会社　太美郵便局

企業 日本郵便株式会社　入善駅前郵便局

企業 日本郵便株式会社　氷見郵便局

企業 日本郵便株式会社経田郵便局

企業 日本郵便株式会社五鹿屋郵便局

企業 日本郵便株式会社黒部郵便局

企業 日本郵便株式会社城端郵便局

企業 日本郵便株式会社新湊立町郵便局

企業 日本郵便株式会社婦中郵便局

企業 日本郵便株式会社富山西郵便局

企業 日本郵便株式会社富山中央郵便局

企業 日本郵便株式会社平郵便局

企業 日本郵便株式会社立山郵便局

企業 氷見市農業協同組合

企業 富山エフエム放送株式会社

企業 富山県綜合警備保障株式会社

企業 富山港湾運送株式会社

企業 北電テクノサービス株式会社魚津支店

企業 北電テクノサービス株式会社富山南支店

企業 北電テクノサービス株式会社水力技術センター

企業 北電テクノサービス株式会社本店

企業 北電パートナーサービス株式会社

企業 北電技術コンサルタント株式会社

企業 北電産業株式会社

企業 北電情報システムサービス株式会社

企業 北陸エルネス株式会社
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

企業 北陸コンピュータ・サービス株式会社富山本社

企業 北陸綜合警備保障株式会社高岡支社

企業 北陸電機製造株式会社

企業 北陸電気工業株式会社

企業 北陸電気工事株式会社高岡支店南砺営業所

企業 北陸電気工事株式会社高岡支店

企業 北陸電気工事株式会社高岡支店射水営業所

企業 北陸電力株式会社となみ野営業所

企業 北陸電力グループ日本海発電株式会社

企業 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社

企業 北陸電力株式会社高岡支店

企業 北陸電力株式会社新価値創造研究所

企業 北陸電力株式会社富山新港火力発電所

企業 北陸電力株式会社本店

企業 北陸電力送配電株式会社となみ野配電センター

企業 北陸電力送配電株式会社富山支社 総務担当・技術担当

企業 北陸電力送配電株式会社富山支社高岡電力部

企業 北陸電力送配電株式会社富山支社富山配電部

企業 北陸電力送配電株式会社富山支社用地部

企業 北陸電力送配電株式会社本店

企業 林建設株式会社

医療・福祉関係 魚津市社会福祉協議会

医療・福祉関係 公益社団法人富山医師会藤の木病院

医療・福祉関係 社会福祉法人けやき苑

医療・福祉関係 社会福祉法人光風会にながわ光風苑

医療・福祉関係 社会福祉法人幸恵会グループホームせいふう

医療・福祉関係 社会福祉法人幸恵会コミュニティホームせいふう

医療・福祉関係 社会福祉法人幸恵会清風荘デイサービスセンターうみかぜ

医療・福祉関係 社会福祉法人白皇山保護園救護施設　八尾園

医療・福祉関係 社会福祉法人富山県社会福祉協議会

医療・福祉関係 社会福祉法人富山県社会福祉総合センター軽費老人ホーム九重荘

医療・福祉関係 社会福祉法人富山市社会福祉協議会

医療・福祉関係 社会福祉法人新川老人福祉会ケアハウス魚津ハウス

医療・福祉関係 社会福祉法人宣長康久会

医療・福祉関係 社会福祉法人廣和会

医療・福祉関係 社会福祉法人伏木会ケアハウス万葉の里

医療・福祉関係 社会福祉法人萬葉の杜福祉会ケアハウス万葉の杜

医療・福祉関係 社会福祉法人三寿会ケアハウス三寿荘
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

医療・福祉関係 社会福祉法人陽光福祉会

医療・福祉関係 すずめ児童センター

医療・福祉関係 特定非営利活動法人生活支援センターグループホーム荻生金さん銀さん

医療・福祉関係 特別養護老人ホーム雨晴苑

医療・福祉関係 特別養護老人ホーム越野荘

医療・福祉関係 特別養護老人ホームすわ苑

医療・福祉関係 特別養護老人ホーム清風荘

医療・福祉関係 特別養護老人ホームひかり苑

医療・福祉関係 特別養護老人ホーム福寿園

医療・福祉関係 特別養護老人ホームふなん苑

医療・福祉関係 特別養護老人ホームやなせ苑

医療・福祉関係 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院

医療・福祉関係 富山県民共済生活協同組合

医療・福祉関係 南砺市社会福祉協議会

医療・福祉関係 日本赤十字社富山県支部

医療・福祉関係 公益社団法人富山県看護協会

医療・福祉関係 社会福祉法人おあしす新川

医療・福祉関係 社会福祉法人はまなす厚生会

医療・福祉関係 社会福祉法人海望福祉会あんどの里・ひゞき

医療・福祉関係 社会福祉法人海友会ケアハウス海王

医療・福祉関係 社会福祉法人海友会総合ケアセンター海王

医療・福祉関係 社会福祉法人戸出福祉会

医療・福祉関係 社会福祉法人手をつなぐとなみ野

医療・福祉関係 社会福祉法人秀愛会高齢者支援施設せせらぎ郷

医療・福祉関係 社会福祉法人小杉福祉会特別養護老人ホーム太閤の杜

医療・福祉関係 社会福祉法人大門福祉会

医療・福祉関係 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会

医療・福祉関係 社会福祉法人富山市桜谷福祉会

医療・福祉関係 社会福祉法人福岡福祉会

医療・福祉関係 社会福祉法人福鳳会

医療・福祉関係 社会福祉法人梨雲福祉会

医療・福祉関係 社会福祉法人梨雲福祉会特別養護老人ホーム梨雲苑ゆうゆう

医療・福祉関係 上市町社会福祉協議会

医療・福祉関係 特別養護老人ホームきらら

医療・福祉関係 特別養護老人ホームのむら藤園苑

医療・福祉関係 特別養護老人ホームふしき苑

医療・福祉関係 特別養護老人ホームふなはし荘

医療・福祉関係 特別養護老人ホーム清寿荘
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

医療・福祉関係 特別養護老人ホーム砺波ふれあいの杜

医療・福祉関係 富山県厚生農業協同組合連合会

医療・福祉関係 富山市社会福祉事業団　富山市立和楽寮

医療・福祉関係 養護老人ホーム楽寿荘

医療・福祉関係 立山町社会福祉協議会

町内会・消防団・自主防災組織等 小島２区自治会

町内会・消防団・自主防災組織等 上条自治会自主防災会

町内会・消防団・自主防災組織等 上条団地自治会

町内会・消防団・自主防災組織等 三ケ自主防災会

町内会・消防団・自主防災組織等 庄下自治振興会庄下自主防災会

町内会・消防団・自主防災組織等 広上自治会 自主防災会

町内会・消防団・自主防災組織等 作道自治会自主防災会

町内会・消防団・自主防災組織等 三日曽根自治会

町内会・消防団・自主防災組織等 寺塚原第1，2，3自治会

町内会・消防団・自主防災組織等 西広上自治会

町内会・消防団・自主防災組織等 東野尻自治振興会

町内会・消防団・自主防災組織等 富山市消防団大沢野方面団大沢野女性分団

町内会・消防団・自主防災組織等 富山市消防団野積分団

国・地方自治体 厚生労働省富山労働局高岡労働基準監督署

国・地方自治体 立山町

国・地方自治体 砺波地域消防組合砺波消防署庄東出張所

国・地方自治体 富山県技術専門学院

国・地方自治体 富山県呉羽少年自然の家

国・地方自治体 富山県東部家畜保健衛生所

国・地方自治体 富山県衛生研究所

国・地方自治体 富山県環境科学センター

国・地方自治体 富山県管財課

国・地方自治体 富山県技術専門学院新川センター

国・地方自治体 富山県教育企画課

国・地方自治体 富山県建設技術企画課

国・地方自治体 富山県公文書館

国・地方自治体 富山県厚生企画課

国・地方自治体 富山県広域交通・新幹線政策課

国・地方自治体 富山県港湾課

国・地方自治体 富山県高岡土木センター小矢部土木事務所

国・地方自治体 富山県障害福祉課

国・地方自治体 富山県食肉検査所

国・地方自治体 富山県水道課
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

国・地方自治体 富山県税務課

国・地方自治体 富山県総合県税事務所魚津相談室

国・地方自治体 富山県総合県税事務所高岡相談室・高岡出納室

国・地方自治体 富山県総務課

国・地方自治体 富山県地域産業支援課

国・地方自治体 富山県農林水産企画課

国・地方自治体 富山県労働政策課

国・地方自治体 富山県和田川水道管理所

国・地方自治体 富山労働総合庁舎

国・地方自治体 北陸信越運輸局富山運輸支局

国・地方自治体 滑川市総務課

国・地方自治体 魚津市教育センター

国・地方自治体 高岡公共職業安定所

国・地方自治体 高岡厚生センター射水支所

国・地方自治体 高岡厚生センター射水支所

国・地方自治体 高岡厚生センター射水支所

国・地方自治体 高岡市

国・地方自治体 高岡土木センター

国・地方自治体 国土交通省北陸地方整備局利賀ダム工事事務所

国・地方自治体 黒部市役所

国・地方自治体 財務省北陸財務局富山財務事務所

国・地方自治体 自衛隊富山地方協力本部

国・地方自治体 射水市役所

国・地方自治体 小矢部市

国・地方自治体 上市町役場

国・地方自治体 砺波市役所

国・地方自治体 砺波地域消防組合消防本部南砺消防署東分署

国・地方自治体 砺波地域消防組合消防本部小矢部消防署

国・地方自治体 砺波地域消防組合消防本部砺波消防署

国・地方自治体 砺波地域消防組合消防本部南砺消防署

国・地方自治体 砺波農林振興センター

国・地方自治体 入善町役場

国・地方自治体 入善土木事務所

国・地方自治体 富山県スポーツ振興課

国・地方自治体 富山県環境政策課

国・地方自治体 富山県広報課

国・地方自治体 富山県室牧ダム管理事務所

国・地方自治体 富山県女性相談センター
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区分 ご参加いただいた組織・団体のお名前

国・地方自治体 富山県新川土木センター

国・地方自治体 富山県新川土木センター

国・地方自治体 富山県新川土木センター

国・地方自治体 富山県水墨美術館

国・地方自治体 富山県総合県税事務所砺波相談室

国・地方自治体 富山県総合庁舎

国・地方自治体 富山県中部厚生センター

国・地方自治体 富山県砺波総合庁舎

国・地方自治体 富山県東部消防組合

国・地方自治体 富山県農林水産総合技術センター園芸研究所果樹研究センター

国・地方自治体 富山県立黒部学園

国・地方自治体 富山市消防局

国・地方自治体 富山新港管理局

国・地方自治体 富山総合庁舎

国・地方自治体 富山土木センター

国・地方自治体 富山労働局ハローワーク小矢部

国・地方自治体 薬事総合研究開発センター

国・地方自治体 林野庁中部森林管理局富山森林管理署

その他の団体 一般財団法人日本気象協会

その他の団体 一般社団法人富山県構造物解体協会

その他の団体 富山県生活協同組合連合会

その他の団体 一般社団法人富山県建設業協会

その他の団体 一般社団法人富山県産業資源循環協会

その他の団体 一般社団法人立山黒部ジオパーク協会

その他の団体 公益財団法人環日本海環境協力センター

その他の団体 公益社団法人富山県浄化槽協会

その他の団体 公益社団法人富山県薬剤師会

その他の団体 小矢部市アマチュア無線非常通信協力会

その他の団体 富山県建築士事務所協会

その他の団体 富山県農業協同組合中央会

10


