
全域 ‥‥‥ ３１

令和４年度シェイクアウトえひめ

～県民総ぐるみ地震防災訓練～ 参加団体一覧
（非公表希望や個人を除く）

松山市 ‥‥‥ 　１　～　　４

今治市 ‥‥‥ 　５　～　　８

宇和島市 ‥‥‥ 　９　～　１０

八幡浜市 ‥‥‥ １１

新居浜市 ‥‥‥ １２

西条市 ‥‥‥ １３　～　１４

大洲市 ‥‥‥ １５　～　１６

伊予市 ‥‥‥ １７

四国中央市 ‥‥‥ １８　～　１９

西予市 ‥‥‥ ２０

東温市 ‥‥‥ ２１

上島町 ‥‥‥ ２２

久万高原町 ‥‥‥ ２３

松前町 ‥‥‥ ２４

砥部町 ‥‥‥ ２５

内子町 ‥‥‥ ２６

伊方町 ‥‥‥ ２７

松野町 ‥‥‥ ２８

鬼北町 ‥‥‥ ２９

愛南町 ‥‥‥ ３０



≪松山市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

（株）大下建設 認定こども園　子羊園

（学法）挿桃学園　番町幼稚園 みどり園マウントヒルズエステート

松山市立東雲保育園 持田幼稚園

松山市立余土保育園 認定こども園　つくし

(有)田中総業 小規模保育園　おひさま

(社福）白鳳会　南保育園 （株）東洋印刷

認定こども園　北条幼稚園 高浜地区自主防災連合会

愛媛県総合運動公園（公財　愛媛県スポーツ振興事業団） 東石井町内会

NPO法人こころ　楽笑縁　南土居町 松山市農業協同組合

老人保健施設にぎたつ苑 高木保育園

（株）松山パーク 幼保連携型認定こども園　愛媛幼稚園

(株)吉野土建 幼保連携型認定こども園　愛媛星岡幼稚園

ついてる保育園 （公社）愛媛県栄養士会

ついてるこども園 愛媛県メディア教育協会

（社福）完愛会 えひめ乳児保育園

（公社）愛媛県浄化槽協会 認定こども園 ジャックと豆の木園枝松園

（株）福田組 愛媛県高等学校ＰＴＡ連合会

放課後等デイサービス　キート松山南クラス 生涯学習センター指定管理者（（株）レスパスコーポレーション）

中島建設（株） 総合科学博物館指定管理者（伊予鉄総合企画（株））

（株）愛橋 歴史文化博物館指定管理者（伊予鉄総合企画（株））

（株）青井建設 愛媛県美術館友の会（事務局）

認定こども園　こどものくに保育園 愛媛県美術会（事務局）

（一社）愛媛県空調衛生設備業協会 愛媛県離島振興協議会

小規模保育園　夢じゃき園HABU 自由民主党愛媛県支部連合会事務局

共立電気（株） 公立学校共済愛媛支部

松山青色申告会 愛媛県教職員互助会

カメリア保育園 株式会社ウイン

松山市立松山保育園 愛媛ホスピタルパートナーズ㈱

（社福）小富士保育園 ㈱西村商事

障害者支援施設　北条育成園 ㈱トーカイ

認定こども園　潮見幼稚園 ㈱セキュリティエヒメ

未来夢こども園 アマノマネジメントサービス㈱

幼保連携型認定こども園　三葉幼稚園 ㈱ホスネット・ジャパン

（一財）創精会　松山記念病院 ㈱伊予鉄会館

愛媛県国民健康保険団体連合会 ㈱ニチイ学館

認定こども園　あい幼稚園 日清医療食品株式会社

（株）四電技術コンサルタント松山支店 株式会社ソラスト

（有）おとわ ㈲下村美粧

（一社）全国道路標識・標示業四国協会愛媛県支部 フジガード㈲

コロロひめ風 土木協会

（公財）松山市文化・スポーツ振興団　松山市民会館 日本道路交通情報センター
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≪松山市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

愛媛県農業再生協議会事務局 松山市立八坂小学校

愛媛の森林基金 松山市立東雲小学校

愛媛県漁港漁場協会事務局 松山市立新玉小学校

精神保健福祉協会 松山市立清水小学校

一般社団法人愛媛県食品衛生協会 松山市立雄郡小学校

グリル白百合 松山市立素鵞小学校

肢体不自由児協会・手をつなぐ育成会 松山市立堀江小学校

松山市社会福祉協議会 松山市立潮見小学校

松山市児童発達支援センターひまわり園 松山市立久枝小学校

松山市身体障害者福祉センター 松山市立和気小学校

松山市畑寺福祉センター 松山市立三津浜小学校

松山市久枝なかよしふれあいセンター 松山市立宮前小学校

松山市味生ふれあいセンター・松山市味生児童館 松山市立高浜小学校

松山市新玉児童館 松山市立味生小学校

松山市南部児童センター 松山市立桑原小学校

松山市北条児童センター（社会福祉事業団） 松山市立生石小学校

松山市久米児童館 松山市立垣生小学校

松山市ハーモニープラザ 松山市立道後小学校

松山市軽費老人ホーム恵原荘 松山市立湯築小学校

松山市 松山市立興居島小学校

愛媛県立北条高等学校 松山市立余土小学校

愛媛県立松山東高等学校 松山市立湯山小学校

愛媛県立松山南高等学校　全日制 松山市立日浦小学校

愛媛県立松山南高等学校　定時制 松山市立伊台小学校

愛媛県立松山北高等学校 松山市立五明小学校

愛媛県立松山北高等学校中島分校 松山市立久米小学校

愛媛県立松山中央高等学校 松山市立浮穴小学校

愛媛県立松山工業高等学校(全日制) 松山市立小野小学校

愛媛県立松山工業高等学校(定時制) 松山市立石井小学校

愛媛県立松山商業高等学校 松山市立荏原小学校

         〃（定時制） 松山市立坂本小学校

愛媛県立松山西中等教育学校 松山市立たちばな小学校

愛媛県立松山盲学校 松山市立椿小学校

松山聾学校 松山市立石井東小学校

愛媛県立みなら特別支援学校松山城北分校 松山市立北久米小学校

松山市立三津浜幼稚園 松山市立味生第二小学校

松山市立五明幼稚園 松山市立石井北小学校

松山市立石井幼稚園 松山市立さくら小学校

松山市立荏原幼稚園 松山市立みどり小学校

松山市立番町小学校 松山市立福音小学校

松山市立味酒小学校 松山市立双葉小学校
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≪松山市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

松山市立窪田小学校 松山市立もものはなこども園

松山市立姫山小学校 (株)芙蓉コンサルタント

松山市立浅海小学校 松山市立もものはなこども園

松山市立難波小学校 大和コンストラクション株式会社

松山市立立岩小学校 愛媛県管工事協同組合連合会

松山市立正岡小学校 (株)田中建設

松山市立北条小学校 株式会社フジコンストラクション

松山市立河野小学校 株式会社ケイ・アール総合企画

松山市立粟井小学校 株式会社　愛雲

松山市立中島小学校 有限会社　白雪建設

松山市立拓南中学校 新産道路株式会社

松山市立雄新中学校 株式会社DAD

松山市立勝山中学校 協和道路株式会社

松山市立東中学校 株式会社杉野工務店

松山市立道後中学校 港産業株式会社

松山市立鴨川中学校 公益財団法人愛媛県文化振興財団

松山市立内宮中学校 朝日建設株式会社

松山市立三津浜中学校 介護老人保健施設高井の里

松山市立高浜中学校 合同会社Ｐоｐ

松山市立津田中学校 特定非営利活動法人　愛媛県建設技術支援センター

松山市立垣生中学校 株式会社クラッチ

松山市立興居島中学校 株式会社加藤興業

松山市立余土中学校 児童発達支援・放課後等デイサービス　ポノ・ポノ

松山市立湯山中学校 四国建設コンサルタント株式会社

松山市立日浦中学校 学校法人　勝愛学園　幼保連携型認定こども園

松山市立旭中学校 道後平野土地改良区

松山市立久米中学校 久保興業株式会社

松山市立小野中学校 就労継続支援Ｂ型事業所　風のねこ

松山市立久谷中学校 神野電気株式会社

松山市立南中学校 ほのかのおひさま

松山市立西中学校 愛媛県

松山市立南第二中学校 株式会社親和技術コンサルタント

松山市立桑原中学校 キクノグループ

松山市立椿中学校 海の星幼稚園

松山市立城西中学校 木下建設株式会社

松山市立北中学校 一般社団法人愛媛県農業会議

松山市立北条北中学校 公益財団法人　えひめ農林漁業振興機構

松山市立北条南中学校 富士通Japan愛媛支社

松山市立中島中学校 認定こども園北梅本幼稚園

木の実幼稚園 中予生コンクリート協同組合

慶応幼稚園 株式会社小笠原工務所
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≪松山市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

NPO法人愛と心えひめ（愛媛県在宅介護研修センター） 愛媛銀行

訪問看護ステーションほのか 高齢者総合福祉施設　愛寿荘

愛媛県隣保館連絡協議会 事務局 松山市立久米中学校

高須賀緑地建設株式会社 小規模多機能ホームめぐり

共立工営株式会社 株式会社ＳＴＮｅｔ愛媛支店

発達支援ルームてとて 就労継続支援Ｂ型事業所　ハロ

合同会社　ひなた 福祉工房いだい清風園

社会福祉法人　宗友福祉会　みどり園 エネロ株式会社

介護老人保健施設ひまわり 有限会社三光ガス商会

高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち (社福)北条福祉協会サテライト型特別養護老人ホームあやめ荘

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 松山水源林整備事務所 社会福祉法人北条福祉協会　グループホームなぎさ

看護小規模多機能型居宅介護ほのかのぬくもり JAえひめ中央燃料課

松山市久米公民館 ほほえみ相談支援センター

株式会社エイト日本技術開発 済美幼稚園

老人保健施設ミネルワ 学校法人松山大学

障害者支援施設久谷・障害者支援施設アイル 株式会社フジ

NTT西日本四国支店 上松プロパン株式会社

愛媛新聞社 四国地方整備局松山河川国道事務所

生活協同組合コープえひめ 訪問看護ステーションてとて

公益社団法人　愛媛県栄養士会 愛媛県身体障がい者福祉センター

松山電設工業株式会社 あさひ保育園

松山市地域包括支援センター生石・味生 緑ケ浜保育園

復建調査設計?鰹ｼ山支店 全国共済農業協同組合連合会愛媛県本部

一般社団法人　あんずの森 四国旅客鉄道（株）

株式会社荒谷建設コンサルタント四国支社 株式会社日本政策金融公庫　松山支店

就労継続支援B型事業所　どんまいクラブ すまいる保育園

株式会社伊予鉄グループ 社会福祉法人あゆみ学園　多機能型事業所あゆみ

大樹産業有限会社 愛媛県立　愛媛母子生活支援センター

居相町内会 医療法人社団　戸梶内科医院

医療法人同仁会おおぞら病院 就労移行支援事業所　ウェルビー松山センター

株式会社あいサポート 松山学院高等学校

株式会社モバイルコム 愛媛大学教育学部附属特別支援学校

北条福祉協会　高縄荘 株式会社愛媛朝日テレビ

居相自主防災組織 学校法人三志学園　久枝幼稚園

上田消防建設株式会社 松山店 ふきあげワークス

株式会社相愛　愛媛支店 道後聖母幼稚園

小規模多機能ホームここえ 大護さとやま認定ことも園

小規模多機能ホームてとて

愛媛綜合警備保障株式会社　

株式会社真鍋設計事務所

多機能型事業所　てらす
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≪今治市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

夏目建設（株） 今治市立鳥生小学校

（学法）今治普門学園　ちゃぼとひよこしまなみ 今治市立富田小学校

健心工房 今治市立大西小学校

カイト今治 今治市立宮窪小学校

（株）大旺 今治市立朝倉小学校

（株）常進 今治市立立花中学校

（株）眞鍋組 今治市立朝倉中学校

今治医師会保育所　エンゼル保育園 今治市立桜井中学校

小西保育園 今治市立北郷中学校

龍門保育園 今治市立伯方中学校

（学法）普門学園 今治市立菊間中学校

サポートかけはし東鳥生 今治市立玉川中学校

ライフサポートここはうす　子育てサポートぷれ・しゃーれ 今治市立大島中学校

（社福）Sign 今治市立日吉中学校

JAおちいまばり・KKJA越智今治 今治市立南中学校

今治市社会福祉協議会　吉海支部 今治市立西中学校

九和保育所 今治市立近見中学校

近見虎岳幼稚園 今治市立大三島中学校

いづも株式会社 今治市立桜井中学校

水機建設株式会社 今治市立大西中学校

今治市立桜井小学校 愛媛県立今治北高等学校

今治市立波止浜小学校 今治西高等学校伯方分校

今治市立波方小学校 愛媛県立今治工業高等学校

今治市立立花小学校 愛媛県立今治北高等学校大三島分校

今治市立亀岡小学校 愛媛県立今治西高等学校

今治市立岡村小学校 岡山理科大学　今治キャンパス

今治市別宮小学校 愛媛県立今治東中等教育学校

今治市立九和小学校 九和保育所

今治市立吉海小学校 樋口保育所

今治市立近見小学校 済生会今治医療福祉センター　なでしこ保育所

今治市立鴨部小学校 日高保育所

今治市立乃万小学校 亀岡保育所

今治市吹揚小学校 城東保育所

今治市日高小学校 九和保育所

今治市立常盤小学校 富田保育所

今治市立菊間小学校 近見虎岳幼稚園

今治市立大三島小学校 たんぽぽ幼稚園

今治市立清水小学校 幼保連携型認定子ども園　晴心幼稚園

今治市立上浦小学校 立花幼稚園

今治市立伯方小学校 龍門保育園

今治市立国分小学校 小西保育園
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≪今治市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

今治虎岳保育園 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構　菊間国家石油備蓄基地事務所

あおいそら保育園 今治市国際交流協会

吉海認定こども園 株式会社コマ電設

学校法人普門学園　しまなみの杜認定こども園、児童発達支援ちゃぼとひよこ 日本地下石油備蓄株式会社　菊間事業所

学校法人波止浜虎岳学園　はしはまこがく認定こども園 愛媛三段ブロック株式会社

宮窪認定こども園 株式会社渡辺建設

空と海認定こども園 株式会社越智工業所

上浦認定こども園 JBハイウェイサービス（株）来島営業センター

伯方認定こども園 ひよこ園

特定非営利活動法人　愛児園マミーランド 四国通建　株式会社

ナーサリースクール・ガジャ 太陽テクノサービス株式会社

社会医療法人 生きる会  おひさまえん いづも株式会社

社会福祉法人　大井福祉会　大井幼児園 株式会社 野間工務店

アイケン工業　有限会社 桜井工業株式会社

株式会社大三建設 株式会社せんば

老人保健施設　燧園 越智勝建設株式会社

越智商工会 越智今治農業協同組合(ＪＡおちいまばりグループ）

四国電力・送配電株式会社　今治営業所 大栄建設有限会社

株式会社セトデン 藤原建設株式会社

渡部建設株式会社 曽我部建設株式会社

四国電力株式会社　今治営業所 ＮＰＯ法人Ｖサポート

岡田建設　株式会社 西越建設（株）

今治舗道株式会社 株式会社　松田建設

越智勝建設株式会社 株式会社　山本工業所

重松土建株式会社 社会福祉法人東予福祉会朝倉作業所

四国環境整備興業株式会社 瀬戸内舗道株式会社

株式会社今治国際ホテル 今治コミュニティ放送株式会社

南海ピアノ 有限会社神野組

有限会社愛祐商事 社会福祉法人今治福祉施設協会

元岡建設株式会社 重松土建株式会社

有限会社　清水組 株式会社　タニグチ

株式会社常進 株式会社眞鍋組

株式会社日淺 小澤外科循環器科

今治市電気・電気通信工事災害支援対策協議会 特別養護老人ホーム唐子荘

株式会社　日電 養護老人ホーム泉荘

株式会社　大旺 今治市社会福祉協議会伯方支部

アイエン工業株式会社 放課後等デイサービスキート今治北クラス

（株式会社）日淺 放課後等デイサービスキート今治南クラス

水機建設株式会社 今治市社会福祉協議会　吉海支部

越智電気工事株式会社 今治市障害者地域活動支援センターときめき

株式会社瀬戸内しまなみリーディング　来島海峡サービスエリア 医療法人平成会（ほっとやまうち　ふれあい　居宅介護支援サービスやまうち）
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≪今治市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

大三島中央病院 今治市立宮窪小学校

障害者支援施設今治育成園 今治市立伯方小学校

社会福祉法人　名石会　障害者施設きくま 今治市立上浦小学校

特別養護老人ホーム日高荘 今治市立大三島小学校

社会福祉法人　今治福祉施設協会　養護老人ホーム桜井荘 今治市立岡村小学校

愛媛県警察　今治警察署 今治市立日吉中学校

伯方警察署 今治市立近見中学校

今治市 今治市立立花中学校

日吉地区自主防災会 今治市立桜井中学校

今治地区食品衛生協会 今治市立南中学校

愛媛県浄化槽協会今治支部 今治市立西中学校

愛媛県立今治西高等学校全日制 今治市立北郷中学校

愛媛県立今治西高等学校定時制 今治市立朝倉中学校

愛媛県立今治西高等学校伯方分校 今治市立玉川中学校

愛媛県立今治南高等学校 今治市立大西中学校

愛媛県立今治北高等学校 今治市立菊間中学校

愛媛県立今治北高等学校大三島分校 今治市立大島中学校

愛媛県立今治工業高等学校 今治市立伯方中学校

愛媛県立今治東中等教育学校 今治市立大三島中学校

愛媛県立今治特別支援学校 四国通建株式会社

今治市立吹揚小学校 四国環境整備興業株式会社

今治市立別宮小学校 株式会社日淺

今治市立常盤小学校 アイケン工業有限会社

今治市立近見小学校 株式会社渡辺建設

今治市立立花小学校 株式会社　日電

今治市立桜井小学校 多機能型事業所サポートかけはし

今治市立鳥生小学校 カイト西条

今治市立富田小学校 瀬戸内舗道株式会社

今治市立清水小学校 生活介護事業所はぴふる

今治市立日高小学校 障害者支援施設今治療護園

今治市立乃万小学校 今治市立伯方小学校

今治市立波止浜小学校 ひよこ園

今治市立国分小学校 放課後等デイサービス　キート今治北クラス

今治市立朝倉小学校 小澤外科循環器科

今治市立鴨部小学校 愛媛県漁業協同組合志津見支所

今治市立九和小学校 越智今治森林組合

今治市立波方小学校 越智勝建設株式会社

今治市立大西小学校 今治市障害者地域活動支援センターときめき

今治市立亀岡小学校 NPO法人　作業所こまどり

今治市立菊間小学校 アイエン工業株式会社

今治市立吉海小学校 （株）瀬戸内園芸センター
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≪今治市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

(福)東予福祉会　朝倉作業所

株式会社四国ライト

今治ライン工業株式会社

社会福祉法人　大井福祉会　大井幼児園

障害者支援センター　アクティブマインド

障害者支援センター　アクティブマインド

今治市立北郷中学校

養護老人ホーム泉荘

特別養護老人ホーム唐子荘

JBハイウェイサービス株式会社来島営業センター

大栄建設有限会社

平野みらい薬局

平野拝志薬局

平野グリーン薬局

平野あさくら薬局

特別養護老人ホーム日高荘

水機建設株式会社

平野屋薬局

岡山理科大学今治キャンパス

今治郵便局

日本地下石油備蓄株式会社菊間事業所

障碍者支援施設　今治育成園

日高保育所

学校法人　立花幼稚園

株式会社　タニグチ

かえでファーム

今治虎岳保育園

岡田建設株式会社

今治明徳高校

株式会社イマシン

有限会社 田頭
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≪宇和島市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

（株）富士建設コンサルタント 宇和島市立明倫小学校

南レク（株） 宇和島市立宇和津小学校

豊田冷機工業(株) 宇和島市立鶴島小学校

（社福）はまゆう会 宇和島市立和霊小学校

島建設（株） 宇和島市立住吉小学校

（株）藤堂組 宇和島市立天神小学校

船田建設（株） 宇和島市立番城小学校

（学法）愛和聖母幼稚園 宇和島市立吉田小学校

宇和島市役所 宇和島市立奥南小学校

番城美徳認定こども園 宇和島市立喜佐方小学校

三間認定こども園 宇和島市立立間小学校

高光保育園 宇和島市立玉津小学校

住吉保育園 宇和島市立成妙小学校

甘﨑保育園 宇和島市立三間小学校

小池保育園 宇和島市立二名小学校

吉田愛児園 宇和島市立清満小学校

奥南保育園 宇和島市立御槙小学校

たちばな保育園 宇和島市立岩松小学校

玉津保育園 宇和島市立畑地小学校

二名保育園 宇和島市立下灘小学校

岩松保育園 宇和島市立北灘小学校

嵐保育園 宇和島市立結出小学校

北灘保育園 宇和島市立蒋淵小学校

日振島保育所 宇和島市立戸島小学校

宇和津幼稚園 宇和島市立日振島小学校

岩松幼稚園 宇和島市立遊子小学校

児童館（こもりん） 宇和島市立城南中学校

宇和島地区広域事務組合 宇和島市立城北中学校

社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会 宇和島市立城東中学校

宇和島地区食品衛生協会 宇和島市立吉田中学校

公益社団法人愛媛県浄化槽協会宇和島支部 宇和島市立三間中学校

ジョブカフェ愛ワーク南予オフィス 宇和島市立津島中学校

愛媛県立宇和島東高等学校（全日制） 宇和島市立宇和津幼稚園

愛媛県立宇和島東高等学校　定時制 宇和島市立岩松幼稚園

愛媛県立宇和島東高等学校津島分校 番城美徳認定こども園

愛媛県立宇和島水産高等学校 一若建設株式会社

愛媛県立吉田高等学校 宇和島道路舗装 株式会社

北宇和高校　三間分校 泉建設工業株式会社

愛媛県立宇和島南中等教育学校 西南建設株式会社

宇和島市立三浦小学校 下村産業株式会社

宇和島市立高光小学校 愛南開発株式会社
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≪宇和島市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

株式会社小島組

兵頭建設

ＮＰＯ法人たんぽぽ

高木建設合名会社

愛ほっと療育ステーション

愛ほっと療育ステーション

有限会社　川中建設

藤建設

社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会

立正保育園

(一社)愛媛県建設業協会宇和島地方支部

兵頭建設株式会社

有限会社　松本組

有限会社伊藤建設

有限会社竹田建設

有限会社清家組

えひめ南農業協同組合

有限会社　山本石油店

自主保安活動グループKasaikan　

三原産業株式会社

株式会社山下工務店

愛媛砂利株式会社

宇和海郵便局

認定こども園　いぶき幼稚園

株式会社　古田工務店
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≪八幡浜市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

八幡浜税務署 八幡浜市立保内中学校

オレンジベイフーズ（株） 八幡浜市立保内幼稚園

（学法）八幡浜聖母幼稚園 小規模特別養護老人ホーム　コンフォート神山

八幡浜市役所 小規模特別養護老人ホーム　コンフォート松柏

市立八幡浜総合病院 八幡浜市立保内保育園

白浜保育所 就労継続支援B型事業所　浜っ子作業所

神山こども園

千丈保育所

愛宕保育所

双岩保育所

川上保育所

真穴保育所

日土保育所

保内保育所

保内幼稚園

消防本部消防署

消防本部第一分署

消防本部第二分署

消防本部第三分署

八幡浜大洲地区食品衛生協会

八幡浜公証役場

八幡浜大洲地区食品衛生協会

愛媛県立八幡浜高等学校　全日制

愛媛県立八幡浜高等学校　定時制

愛媛県立八幡浜工業高等学校

愛媛県立川之石高等学校

八幡浜市立松蔭小学校

八幡浜市立白浜小学校

八幡浜市立江戸岡小学校

八幡浜市立神山小学校

八幡浜市立千丈小学校

八幡浜市立日土小学校

八幡浜市立真穴小学校

八幡浜市立川上小学校

八幡浜市立双岩小学校

八幡浜市立喜須来小学校

八幡浜市立川之石小学校

八幡浜市立宮内小学校

八幡浜市立愛宕中学校

八幡浜市立八代中学校

八幡浜市立松柏中学校
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≪新居浜市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

富士興業（株） 新居浜市立大生院小学校

東予理容美容専門学校 新居浜市立角野小学校

特定非営利活動法人　ゆいねっと新居浜 新居浜市立別子小学校

（株）大竹組 新居浜市立東中学校

コミュニティハウス三恵 新居浜市立西中学校

愛光幼稚園 新居浜市立南中学校

特別養護老人ホームふたばの森 新居浜市立北中学校

新居浜市 新居浜市立泉川中学校

新居浜市消防本部 新居浜市立船木中学校

若宮保育園 新居浜市立船木中学校ひびき分校

新居浜保育園 新居浜市立中萩中学校

金子保育園 新居浜市立大生院中学校

高津保育園 新居浜市立角野中学校

垣生保育園 新居浜市立川東中学校

多喜浜保育園 新居浜市立別子中学校

東田保育園 新居浜市立神郷幼稚園

船木保育園 株式会社　横井産業

角野保育園 株式会社　神野工務店

大生院保育園 株式会社　横井産業

別子保育園 株式会社白石工務店

愛媛県立新居浜東高等学校 ハビリテーリングセンターvivre

愛媛県立新居浜西高等学校 広田建設株式会社

　　　〃（定時制） 米谷建設株式会社

新居浜南高等学校 社会福祉法人三恵会　総合福祉施設やすらぎの郷

新居浜工業高等学校 グループホームまさきの里

愛媛県立新居浜商業高等学校 新居浜市議会

新居浜特別支援学校 養護老人ホーム　新居浜市立慈光園

新居浜特別支援学校川西分校 有限会社エム・ジェイ・エム放課後デイサービスひらり

新居浜市立新居浜小学校 新居浜市立東中学校

新居浜市立宮西小学校 越智産業株式会社

新居浜市立金子小学校 住友化学株式会社　愛媛工場

新居浜市立金栄小学校 認定こども園泉幼稚園

新居浜市立高津小学校 愛光幼稚園

新居浜市立浮島小学校 新居浜上部のぞみ保育園

新居浜市立惣開小学校

新居浜市立垣生小学校

新居浜市立神郷小学校

新居浜市立多喜浜小学校

新居浜市立泉川小学校

新居浜市立船木小学校

新居浜市立中萩小学校
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≪西条市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

（社福）白鳥会 西山学園

認定こども園　西山学園 さくら保育園

丹建設工業（株） 西条栄光幼稚園

(社福）あおい会　星の里 西条認定こども園

岡崎建設（株） 古川認定こども園

西条聖マリア幼稚園 双葉幼稚園

（株）久門組 かんべ幼稚園

（公社）伊予西条法人会 たから幼稚園

（学法）西条めぐみ学園めぐみ幼稚園 西条市立ひまわり幼稚園

（株）野村建設 西条市立多賀幼稚園

（株）白石工業 西条市立小松幼稚園

大町幼稚園 西条市

西条市立東予西中学校 ジョブカフェ愛work東予ブランチ

西条市立禎瑞保育所 愛媛県職員労働組合東予西支部

西条市立東予北保育所 愛媛県職員労働組合東予西支部 売店

西条市立丹原保育所 愛媛県職員労働組合東予東支部

西条市立田野保育所 愛媛県職員労働組合東予東支部 売店

西条市立小松東保育所 愛媛県立西条高等学校（全日制）

西条市立小松西保育所 愛媛県立西条高等学校（定時制）

西条市立石根保育所 愛媛県立西条農業高等学校

飯岡保育園 愛媛県立小松高等学校

愛・ゆめいろ保育園 愛媛県立東予高等学校

みのり保育園 愛媛県立丹原高等学校

大町保育園 西条市立西条小学校

東予乳幼児保育園 西条市立神拝小学校

めぐみ保育園 西条市立大町小学校

神拝保育園 西条市立玉津小学校

神戸保育園 西条市立飯岡小学校

橘保育園 西条市立神戸小学校

みどり保育園 西条市立禎瑞小学校

わかば保育園 西条市立橘小学校

ふじ保育園 西条市立氷見小学校

花園保育園 西条市立壬生川小学校

中川さくら保育園 西条市立周布小学校

ほくしんコウル 西条市立吉井小学校

のぞみ保育園　のぞみアカデミー 西条市立多賀小学校

ほくしんコティ 西条市立国安小学校

ひよこハウス 西条市立吉岡小学校

西条市立河北こども園 西条市立三芳小学校

西条市立東予南こども園 西条市立楠河小学校

西条市立国安こども園 西条市立庄内小学校
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≪西条市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

西条市立丹原小学校 株式会社矢野正建設工業

西条市立徳田小学校 新高建設株式会社

西条市立田滝小学校 宮崎土木有限会社

西条市立田野小学校 特定非営利活動法人あけぼの

西条市立中川小学校

西条市立小松小学校

西条市立石根小学校

西条市立西条東中学校

西条市立西条西中学校

西条市立西条南中学校

西条市立西条北中学校

西条市立東予東中学校

西条市立東予西中学校

西条市立河北中学校

西条市立丹原東中学校

西条市立丹原西中学校

西条市立小松中学校

西条市立多賀幼稚園

西条市立小松幼稚園

西条市立ひまわり幼稚園

株式会社　山本工務店

西条建設株式会社

西条市立大町小学校

西条市立東予西中学校

丹下建設工業株式会社

社会福祉法人あおい会　かなで

老人保健施設あすか

いしづち苑

NPO法人石鎚スクエア　就労継続支援B型事業所Visee

ジョブカフェ愛work

社会福祉法人聖風会

（株）今井組

三共建設産業株式会社

老人保健施設コスモス

安藤工業株式会社

就労支援事業所さくらす

株式会社高橋工務店

有限会社　丸石土木

株式会社　北田組

株式会社塩崎組

東建設株式会社
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≪大洲市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

国土交通省大洲河川国道事務所 櫛生診療所

丸三産業（株） 長浜ふれあい会館

放課後等デイサービス　あゆむ２ 大洲幸楽園

放課後等デイサービス　あゆむ３ 大洲愛育ホーム

谷本建設工業(株) 平地区自主防災組織

（社福）肱友会　あいわ苑 大和自治会

松浦建設（株） 特別養護老人ホームかわかみ荘

認定こども園　五郎保育園 デイサービス施設かわかみ荘

（社福）三善会　障碍者支援施設大洲ホーム 大洲隣保館

認定こども園　悠園 大洲福祉会館

NPO法人　凛心叶 大洲市三善公民館

大洲市役所 柳沢公民館

肱北公民館 大和公民館　

豊茂公民館 大川公民館

豊茂地区自主防災組織 大洲児童館

今坊地区自主防災組織 喜多児童館

大洲喜多特別養護老人ホームとみす寮 徳森児童センター

大洲・喜多衛生事務組合　清流園 大洲市立久米幼稚園

大洲市立　平野幼稚園 大洲こども園

大洲市役所河辺支所 東大洲こども園

河辺公民館 菅田こども園

河辺診療所 肱川こども園

河辺老人福祉センター 喜多保育所

河辺ふるさとの宿 新谷保育所

大洲市役所肱川支所 粟津保育所

社会福祉法人大洲市社会福祉協議会 南久米保育所

大谷地区自主防災組織 徳森保育所

大洲市民会館 長浜保育所

大洲市肱南浄化センター 白滝保育所

大洲市肱北浄化センター 大和保育所

大洲地区広域消防事務組合 新谷地区自主防災組織

放課後デイサービスあゆむ 白滝地区自主防災組織

小規模特別養護老人ホーム　清祥会ひまわり 菅田公民館

長浜町漁業協同組合 正山地区自主防災組織

大洲市森林組合 予子林地区自主防災組織

フラワーパークおおず 大川地区自主防災組織

長浜支所　地域振興課 肱南公民館

長浜港務所 大洲市老人デイサービスセンター　肱流苑

今坊友愛館 八多喜地区自主防災組織

櫛生福祉センター 大洲市立粟津小学校

出海診療所 大洲市立大洲東中学校
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≪大洲市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

大洲市粟津保育所

愛媛県立大洲高等学校

愛媛県立大洲高等学校肱川分校

愛媛県立大洲農業高等学校

愛媛県立長浜高等学校

大洲市立久米幼稚園

大洲市立平野幼稚園

大洲市立大洲小学校

大洲市立喜多小学校

大洲市立平小学校

大洲市立久米小学校

大洲市立平野小学校

大洲市立菅田小学校

大洲市立新谷小学校

大洲市立三善小学校

大洲市立粟津小学校

大洲市立長浜小学校

大洲市立肱川小学校

大洲市立河辺小学校

大洲市立大洲東中学校

大洲市立大洲南中学校

大洲市立平野中学校

大洲市立肱東中学校

大洲市立新谷中学校

大洲市立大洲北中学校

大洲市長浜中学校

大洲市立肱川中学校

有限会社丸電工業

向成建設株式会社

一般社団法人愛媛県建設業協会喜多支部

富永建設株式会社

株式会社　佐々木組

上田建設株式会社

有限会社　高屋建設

一般社団法人夢ノ杜福祉会　就労移行支援事業所ミライズMeRise！

愛媛たいき農業協同組合

村上工業株式会社

社会福祉法人　大洲幸梨園　大洲乳児保育所

帝京第五高等学校
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≪伊予市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

伊予学校生活協同組合 伊予市立郡中小学校

グループホーム土香里 伊予市立伊予小学校

おおひら保育所 伊予市立中山小学校

なかむら保育所 伊予市立佐礼谷小学校

ぐんちゅう保育所 伊予市立下灘小学校

うえの保育所 伊予市立由並小学校

中山認定こども園 伊予市立翠小学校

上灘保育所 伊予市立港南中学校

下灘保育所 伊予市立伊予中学校

伊予くじら認定こども園 伊予市立中山中学校

みかんこども園 伊予市立双海中学校

とりのきくじら保育園 泉建設株式会社

伊予ぺんぎん小規模保育園 株式会社伊予ブルドーザー建設

いよ未来こども園 株式会社　久保組

学校法人ロザリオ学園　認定こども園　天使幼稚園 渡邊建設株式会社

まんぼう小規模保育園 こどもプラス伊予教室

さくら幼児園 ユニットぐんちゅう

伊予市立北山崎幼稚園 小手川工業株式会社

伊予市立伊予幼稚園 伊予病院

老人保健施設　伊予ヶ丘

高齢者総合福祉施設　伊予あいじゅ

介護付き有料老人ホームあいじゅ新川

高齢者総合福祉施設　森の園

三秋地区自主防災会

中村地区自主防災会

森地区自主防災会

本郡地区自主防災会

尾崎地区自主防災会

三島町自主防災会

市場地区自主防災会

稲荷自主防災会

米湊A-2区自主防災会

灘町A地区自主防災会

米湊B地区自主防災会

伊予市役所

愛媛県立伊予農業高等学校

伊予市立伊予幼稚園

伊予市立北山崎幼稚園

中山認定こども園

伊予市立南山崎小学校

伊予市立北山崎小学校

17 



≪四国中央市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

就労継続支援A型　チームたんぽぽ 養護老人ホーム共楽園

生協宇摩リハビリデイサービス チームたんぽぽ

三島地区連合自治会 社会福祉法人伊予三島福祉施設協会東保育園

大西金属（株） 緑ヶ丘認定こども園

うま農業協同組合 四国中央市立三島東幼稚園

平田自主防災会 四国中央市立三島南幼稚園

NPO法人　今人倶楽部 四国中央市立土居東幼稚園

（社福）澄心　ステップbyすてっぷ 四国中央市立新宮幼稚園

四国中央市役所 認定こども園三島幼稚園

四国中央市消防団 ブルータウン金子自主防災会

三島地区連合自治会 愛媛県立川之江高等学校

地域密着型特別養護老人ホームしあわせの家寒川 愛媛県立川之江高等学校（定時制）

ミヨーネファクトリー 愛媛県立三島高等学校

すまいるライフ 愛媛県立土居高等学校

天満公民館 愛媛県立新居浜特別支援学校みしま分校

四国中央市社会福祉協議会 四国中央市立川之江小学校

Ｂ型事業所　４ぶんの３ 四国中央市立金生第一小学校

四国中央市立金生保育園 四国中央市立金生第二小学校

四国中央市立上分保育園 四国中央市立上分小学校

四国中央市立松柏保育園 四国中央市立南小学校

四国中央市立中曽根保育園 四国中央市立川滝小学校

四国中央市立寒川保育園 四国中央市立妻鳥小学校

四国中央市立豊岡保育園 四国中央市立松柏小学校

四国中央市立小林保育園 四国中央市立三島小学校

四国中央市立土居保育園 四国中央市立中曽根小学校

四国中央市立北保育園 四国中央市立中之庄小学校

四国中央市立北野保育園 四国中央市立寒川小学校

四国中央市立川之江こども園 四国中央市立豊岡小学校

四国中央市立金田こども園 四国中央市立新宮小学校

四国中央市立土居東こども園 四国中央市立長津小学校

社会福祉法人川之江福祉施設協会乳児保育所こども村 四国中央市立小富士小学校

社会福祉法人川之江福祉施設協会乳児保育所こころ 四国中央市立北小学校

妻鳥保育園 四国中央市立土居小学校

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会みしま乳児保育園 四国中央市立関川小学校

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会東保育園 四国中央市立川之江北中学校

認定こども園金生幼稚園 四国中央市立川之江南中学校

愛和認定こども園 四国中央市立三島東中学校

幼保連携型認定こども園アンジェリーナ 四国中央市立三島西中学校

社会医療法人石川記念会　HITO病院　HITO　KIDS 四国中央市立三島南中学校

GOO.Nすくすくはうす 四国中央市立新宮中学校

ひまわりハッピー保育園 四国中央市立土居中学校
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≪四国中央市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

四国中央市立三島東幼稚園

四国中央市立三島南幼稚園

四国中央市立新宮幼稚園

四国中央市立土居東幼稚園

愛媛県建設業協会四国中央支部

社会福祉法人 光と風　障害福祉サービス事業所 土居わかたけ

社会福祉法人　光と風　グループホームメゾンコスモス

（株）藤田商店　四国中央病院

（株）藤田商店　四国中央営業所

共同瓦斯（株）

日本郵便（株）　伊予三島郵便局

社会福祉法人愛美会　特別養護老人ホーム萬翠荘
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≪西予市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

うわまち未来こども園 白井建設有限会社

リハビリ専門　デイサービス歩 株式会社　藤田建設

菊地建設（株） 老人保健施設みのり園

明間保育園 野村学園

ななほし中川学童クラブ 地域密着型特別養護老人ホーム開明の杜

下宇和保育園 田之筋保育園

障害者支援施設　野村育成園 軽費老人ホームケアハウスれんげ

ひまわりの家 西予市野城総合福祉協会　特別養護老人ホーム法正園

西予総合福祉会　中川保育園 西予総合福祉会　中川保育園

石城保育園 株式会社小笠原工務所西予営業所

三崎建設（株） 社会福祉法人　西予総合福祉会　就労継続支援B型事業所いっとき館

グループホームうつのみやさんの家 西予市野城総合福祉協会

西予市役所（出先も含む） 社会福祉法人　西予総合福祉会

西予市民病院 社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会　特別養護老人ホームしいのき園

西予市野村病院 社会福祉法人西予総合福祉会　特別養護老人ホーム皆楽園

西予市消防本部 東宇和農業協同組合

つくし苑 西予総合福祉会松葉学園

愛媛県立宇和高等学校 NPO法人SHOW－YA

愛媛県立宇和高等学校三瓶分校 西村建設株式会社

愛媛県立野村高等学校 株式会社　土居原組

愛媛県立宇和特別支援学校（知的障がい部門） 社会福祉法人ひまわり育成会　宇和ひまわりの郷

愛媛県立宇和特別支援学校（聴覚・肢体不自由部門）社会福祉法人　西予総合福祉会　障がい児通所支援事業所　ぽのぽの

西予市立三瓶小学校 株式会社　河野建設

西予市立明浜小学校 夢の家

西予市立多田小学校 老人保健施設うわ

西予市立中川小学校 福祉の里デイサービスセンター

西予市立石城小学校 株式会社JA東宇和サービス

西予市立宇和町小学校 社会福祉法人西予総合福祉会　特別養護老人ホーム松葉寮

西予市立皆田小学校

西予市立田之筋小学校

西予市立野村小学校

西予市立大野ヶ原小学校

西予市立惣川小学校

西予市立城川小学校

西予市立三瓶中学校

西予市立明浜中学校

西予市立宇和中学校

西予市立野村中学校

西予市立城川中学校

西予市立野村幼稚園

西予市立惣川幼稚園
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≪東温市≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

東温市

愛媛県立東温高等学校

愛媛県立しげのぶ特別支援学校

愛媛県立みなら特別支援学校

東温市立重信幼稚園

東温市立認定こども園北吉井幼稚園

東温市立川上幼稚園

東温市立東谷幼稚園

東温市立西谷幼稚園

東温市立北吉井小学校

東温市立南吉井小学校

東温市立拝志小学校

東温市立上林小学校

東温市立川上小学校

東温市立東谷小学校

東温市立西谷小学校

東温市立重信中学校

東温市立川内中学校

特定非営利活動法人ヘレン

東温市立上林小学校

オオノ開發株式会社　東温事業所

南條工業株式会社

東温市横灘団地自主防災会

株式会社ヒカリ
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≪上島町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

愛媛県立弓削高等学校

弓削商船高等専門学校

上島町消防団

上島町役場

愛媛県立弓削高等学校

上島町立魚島小学校

上島町立弓削小学校

上島町立生名小学校

上島町立岩城小学校

上島町立魚島中学校

上島町立弓削中学校

上島町立岩城中学校

（有）小川工務店

五島建設株式会社

有限会社大池工務店

有限会社大池工務店
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≪久万高原町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

久万高原町総合防災訓練 久万広域森林組合

久万高原町役場 ＮＰＯ法人ぽっかぽか

久万高原町役場　面河支所 株式会社　久保建設

久万高原町役場　美川支所 社会福祉法人　育和会　久万こども園

久万高原町役場　柳谷支所 竹本工業株式会社

久万高原町議会事務局 （有）暮らしのセンター渡部

久万高原町教育委員会

久万高原町消防本部

久万高原町消防本部　美川支署

久万海洋センター

久万農業公園　アグリピア

久万高原町立美術館

久万高原町立図書館

久万高原町天体観測館

久万高原町おもご山岳博物館

久万高原町 まちなか交流館

久万保健センター

久万高原町立病院

久万高原町立老人保健施設 あけぼの

養護老人ホーム ささゆり荘

愛媛県立上浮穴高等学校

久万高原町立明神幼稚園

久万高原町立久万幼稚園

久万高原町立畑野川幼稚園

久万高原町立直瀬幼稚園

久万高原町立父二峰幼稚園

久万高原町立おもご幼稚園

久万高原町立仕七川幼稚園

久万高原町立美川幼稚園

久万高原町立柳谷幼稚園

久万高原町立明神小学校

久万高原町立久万小学校

久万高原町立畑野川小学校

久万高原町立直瀬小学校

久万高原町立父二峰小学校

久万高原町立面河小学校

久万高原町立仕七川小学校

久万高原町立美川小学校

久万高原町立柳谷小学校

久万高原町立久万中学校

久万高原町立美川中学校
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≪松前町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

（社福）エンゼル 松前町立松前中学校

（学法）エンゼル学園 こどもプラス松前教室

グループホームこいこい 医療法人光佑会くろだ病院

（医法）光佑会　共同生活援助イキイキハウス NPO法人レッチーノ　てらす岡田

松前町社会福祉協議会 医療法人きらり

伊予市松前町共立衛生組合

こどもプラス松前教室

NPO法人レッチーノ　てらす岡田

一般社団法人幸創會（Loistaa）

有限会社デイサービスさくら

デイサービスセンターかおり

重度認知症デイケアかおりの家

リハプライド・アルバ有明

伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園

社会福祉法人鶴寿会

松前ひまわり保育所

黒田保育所

小富士保育所

白鶴保育所

岡田保育園

認定こども園コモドまさき園

松前町商工会

松前町観光協会

大溝自主防災会

大間自主防災会

東古泉自主防災会

宗意原自主防災会

上高柳自主防災会

永田自主防災会

西高柳自主防災会

横田自主防災会

神崎自主防災会

松前町役場

愛媛県立伊予高等学校

松前町立松前幼稚園

松前町立古城幼稚園

松前町立北伊予小学校

松前町立岡田小学校

松前町立松前小学校

松前町立北伊予中学校

松前町立岡田中学校
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≪砥部町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

砥部町役場

麻生保育所

宮内保育所

広田保育所

砥部町社会福祉協議会

愛媛県立松山南高等学校　砥部分校

砥部町立麻生幼稚園

砥部町立宮内幼稚園

砥部町立砥部こども園

砥部町立麻生小学校

砥部町立宮内小学校

砥部町立砥部小学校

砥部町立広田小学校

砥部町立砥部中学校

株式会社小泉組

末広工業株式会社

公益財団法人愛媛県動物園協会
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≪内子町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

内子町役場

愛媛県立内子高等学校

愛媛県立内子高等学校小田分校

五十崎こども園

内子町立内子幼稚園

内子町立小田幼稚園

内子町立内子小学校

内子町立大瀬小学校

内子町立立川小学校

内子町立石畳小学校

内子町立五十崎小学校

内子町立天神小学校

内子町立小田小学校

内子町立内子中学校

内子町立大瀬中学校

内子町立五十崎中学校

内子町立小田中学校

小田特別養護老人ホーム緑風荘

坂井建設株式会社

済生会小田老人保健施設ふじの園

株式会社　森本

中川建設株式会社

石岡建設株式会社
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≪伊方町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

伊方町社会福祉協議会

伊方町役場　本庁

伊方町役場　瀬戸支所

伊方町役場　三崎支所

伊方保育所

九町保育所

大浜保育所

三机保育所

大久保育所

三崎保育所

伊方原子力規制事務所

愛媛県職員労働組合　西宇和支部

愛媛県立三崎高等学校

伊方町立伊方小学校

伊方町立九町小学校

伊方町立三机小学校

伊方町立大久小学校

伊方町立三崎小学校

伊方町立伊方中学校

伊方町立瀬戸中学校

伊方町立三崎中学校

(有)三崎建設
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≪松野町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

松野町

松丸地区自主防災会

延野々地区自主防災会

豊岡後地区自主防災会

豊岡前地区自主防災会

富岡地区自主防災会

上家地地区自主防災会

目黒地区自主防災会

吉野地区自主防災会

蕨生地区自主防災会

奥野川地区自主防災会

松野町立松野東小学校

松野町立松野西小学校

松野町立松野中学校

（株）松野建設

中山産業株式会社

宇和島福祉協会 フレンドまつの
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≪鬼北町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

日吉綜合建設（株）

（株）トモニー・えひめ

鬼北町社会福祉協議会

鬼北町

鬼北町自主防災組織

北宇和高校

鬼北町立好藤小学校

鬼北町立愛治小学校

鬼北町立三島小学校

鬼北町立泉小学校

鬼北町立近永小学校

鬼北町立日吉小学校

鬼北町立広見中学校

鬼北町立日吉中学校
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≪愛南町≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

(株)羽田建設 伊勢町自主防災会

特別養護老人ホーム　自在園 石井手自主防災会

愛南町役場 赤水自主防災会

愛南町役場内海支所 特別養護老人ホーム　柏寿園、デイサービス施設柏寿園

愛南町役場御荘支所 はまゆう乳幼児保育所

愛南町役場一本松支所 下久家自主防災会

愛南町役場西海支所 愛媛県立南宇和高等学校

愛南町教育委員会 あいなん幼稚園

愛南町消防本部 愛南町立家串小学校

愛南町消防署 愛南町立柏小学校

愛南町環境衛生センター 愛南町立平城小学校

愛南町国保一本松病院 愛南町立長月小学校

愛南町国保一本松病院付属内海診療所 愛南町立城辺小学校

愛南町養護老人ホーム南楽荘 愛南町立緑小学校

愛南町御荘夢創造館 愛南町立久良小学校

愛南町立あいなん幼稚園 愛南町立一本松小学校

愛南町立柏保育所 愛南町立福浦小学校

愛南町立家串保育所 愛南町立船越小学校

愛南町立御荘保育所 篠山小中学校組合立篠山小中学校

愛南町立緑保育所 愛南町立御荘中学校

愛南町立城辺保育所 愛南町立城辺中学校

愛南町立一本松保育所 愛南町立一本松中学校

愛南町学校給食センター 愛南町立内海中学校

御荘B&G海洋センター 砂田建設

愛南町消防団 (株)広瀬建設

船越保育園 株式会社泰成建設

（一社）南宇和郡医師会　老人保健施設　なんぐん館 株式会社酒井組

特別養護老人ホーム　城辺みしま荘 （一社）愛媛県建設業協会南宇和支部

デイサービスセンター　ハピネス 貝塚地区自主防災会

ワークハウスたちばな 貝塚地区自主防災会

網代自主防災会 デイサービスオレンジクラブ

魚神山自主防災会 グループホームわたしの青空

油袋自主防災会 菊川自主防災会

家串自主防災会 船越自主防災会

平碆自主防災会 北裡地区自主防災会

須ノ川自主防災会

柏崎自主防災会

柏地区自主防災会

広見地区自主防災会

豊田地区自主防災会

長崎自主防災会
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≪全域≫ 令和４年度シェイクアウトえひめ～県民総ぐるみ地震防災訓練～
参加団体一覧

愛亀グループ

愛媛県庁

えひめ自主防災フォーラム
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