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加入状況 (利用申込ベース) （平成31年3月8日現在）
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利用者区分 主たる業務の分類 加入数 備考

情報発信者

(括弧内は避難情報発信者数)

自治体

都道府県 (46) 47
政令指定都市 (10) 11
市町村 (249) 307
その他 (3) 3

国 (4) 8
交通事業者 (4) 7

ラインフライン事業者

通信 (5) 7
ガス (89) 93
電力 (1) 1

情報発信者合計 (471) 484

情報伝達者

特定

放
送
事
業
者

広域・県域・エリア放送局 128

計
648 計

708

CATV 277
AMラジオ 15
FMラジオ 50
短波ラジオ 1
コミュニティFM 171
有線ラジオ 5
V-Lowマルチメディア放送 1

新聞社 58 計
60通信社 2

一般
ポータル・アプリ、サイネージ、その他 28 計

64都道府県・市町村 36

情報伝達者合計 772
特別利用者 2

協力事業者

特定 9
一般 48
協力事業者合計 57

加入団体数合計 1,278 重複登録除く（前回1,263）



Ｌアラートに発信された情報件数（平成30年4月～平成30年2月）

平成３０年４月～平成３１年２月におけるＬアラートへの発信件数は、避難勧告・

指示情報10,072件（9,373件）、避難所情報38,343件（35,143件）、災害対策本部

設置状況12,042件（10,442件）、お知らせ10,290件（7,846件）で、他の発信を含め

ると合計79,526件（70,620件）であった。（括弧内は平成30年度上期）
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30年4月～31年2月 北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計
避難勧告・指示情報 144 484 436 199 288 1,248 2,713 1,588 1,578 1,066 328 10,072
避難所情報 589 1,643 2,253 487 369 3,853 9,325 11,623 4,685 2,659 857 38,343
災害対策本部設置状況 0 1,527 601 369 123 2,844 3,637 460 1,310 1,171 0 12,042
被害情報 0 118 10 0 0 171 3,008 78 200 88 0 3,673
緊急速報メール 3,213 105 28 87 29 34 410 66 395 138 0 4,505
お知らせ 8 98 3,658 104 22 371 1,542 3,251 0 1,135 101 10,290
イベント情報 0 5 90 78 0 0 428 0 0 0 0 601
国民保護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
＜合計＞ 3,954 3,980 7,076 1,324 831 8,521 21,063 17,066 8,168 6,257 1,286 79,526



地域 事務局 会議名称

北海道 北海道総通 北海道Ｌアラート利活用連絡会

東北 東北総通

青森県Ｌアラート利活用連絡会

岩手県Ｌアラート利活用連絡会

宮城県Ｌアラート利活用連絡会

秋田県Ｌアラート利活用連絡会

山形県Ｌアラート利活用連絡会

福島県Ｌアラート利活用連絡会

関東

群馬県 Ｌアラート利用者連絡会

東京都 Ｌアラート連絡会

山梨県 Ｌアラート連絡会

信越 長野県 長野県Ｌアラート利用者連絡会

北陸 石川県 石川県Ｌアラート推進連絡会

東海
東海総通 東海地域Ｌアラート推進連絡会

静岡県 ふじのくに防災情報共有システムを活用した県民への情報共有に関する市町・報道機関合同ワーキング会議

近畿 近畿総通 近畿Ｌアラート連絡会議

中国
中国総通 中国地域Ｌアラート連絡会

山口県 山口県Ｌアラート連絡会

四国

徳島県 徳島県Ｌアラート地域連絡会

香川県 香川県Ｌアラート地域連絡会

愛媛県 愛媛県Ｌアラート連絡会

高知県 高知県Ｌアラート利用者連絡会

九州

九州総通 九州災害情報共有システム利活用連絡会

福岡県 Ｌアラート連絡会

宮崎県 Ｌアラート宮崎県連絡会

鹿児島県 Ｌアラート連絡会

沖縄 沖縄総通 沖縄災害情報共有システム利活用連絡会

各地域における連絡会の設置状況
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平成３０年度 連絡会等の開催実績
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区分 イベント／会合等名称 対象者
平成３０年 平成３１年 備考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ｌアラート運営諮問委員会 委員 ○ ○ ○

作業部会 部会員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

全国合同訓練 全国合同訓練201８ 訓練参加団体 ○

研修会/セミナー
新任担当者研修会 都道府県新任担当者 ○

技術セミナー 協力事業者 ○

Ｌアラート連絡会

北海道 自治体、マスメディア等 ○ 総通局主催

東北 自治体、マスメディア等 宮城
秋田
福島

岩手
総通局主催、県別に開
催

関東

群馬 自治体、マスメディア等 ○ 県主催

東京 自治体、マスメディア等 都主催

山梨 自治体、マスメディア等 県主催

信越

長野 自治体、マスメディア等 県主催

北陸

石川 自治体、マスメディア等 ○ 総通局・県共催

東海 自治体、マスメディア等 幹事会 幹事会 総会 幹事会 総通局主催

静岡 自治体、マスメディア等 県主催

近畿 自治体、マスメディア等 ○ 総通局主催

中国 自治体、マスメディア等 総通局主催

山口 ○ 県主催

四国

徳島 自治体、マスメディア等 ○ 総通局主催

香川 自治体、マスメディア等 〇 総通局主催

愛媛 自治体、マスメディア等 〇 県主催

高知 自治体、マスメディア等 〇 県主催

九州 自治体、マスメディア等 ○

福岡 自治体、マスメディア等 〇 県主催
宮崎 自治体、マスメディア等 総通局主催
鹿児島 自治体、マスメディア等 〇 総通局主催

沖縄 自治体、マスメディア等 〇 総通局主催
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