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加入状況 (利用申込ベース) （平成30年6月8日）
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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) 10
市町村 (247) 309
その他 (3) 3

国 (4) 6
交通事業者 (4) 7

ラインフライン事業者

通信 (4) 7
ガス (91) 93
電力 (1) 1

情報発信者合計 (410) 483

情報伝達者

特定

放
送
事
業
者

広域・県域・エリア放送局 128

計
630 計

690

CATV 267
AMラジオ 14
FMラジオ 50
短波ラジオ 1
コミュニティFM 165
有線ラジオ 4
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

53都道府県・市町村 25

情報伝達者合計 743
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 1,254 重複登録除く



Ｌアラートに発信された情報件数（平成29年度）

平成29年度におけるＬアラートへの発信件数は、避難勧告・指示情報6,413件、

避難所情報15,942件、災害対策本部設置状況9,471件、お知らせ10,155件で、合

計45,750件であった。

H29 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

130 615 667 314 173 769 1,375 534 729 1,028 79 6,413

避難所情報 211 952 1,095 330 175 1,717 3,116 2,139 3,710 2,275 222 15,942
災害対策本部
設置状況

0 1,228 455 386 83 2,584 2,812 163 1,067 693 0 9,471

被害情報 0 250 15 0 0 111 1,096 1 61 6 0 1,540
緊急速報メール 35 194 62 98 7 1 190 0 122 160 0 869
お知らせ 0 160 3,644 93 39 378 2,062 481 0 3,256 42 10,155
イベント情報 0 4 195 462 0 0 695 0 0 0 0 1,356
国民保護 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
＜合計＞ 380 3,403 6,133 1,683 477 5,560 11,346 3,318 5,689 7,418 343 45,750

2


H27

						国民保護情報		避難勧告・指示情報		避難所情報		被害情報		災害対策本部設置状況		緊急速報メール		お知らせ		イベント情報		河川水位情報		雨量情報		潮位情報		水位周知河川		合計

		対象地域		総通 ソウツウ

		全国																268												268

		北海道		北海道 ホッカイドウ				69		350				1		9												429

		青森県		東北 トウホク				10						2														12

		岩手県		東北 トウホク												1												1

		宮城県		東北 トウホク				108		122		92		273		91		11		6								703

		秋田県		東北 トウホク				22		30				47		7		1										107

		福島県		東北 トウホク				46		53		91						134										324

		茨城県		関東 カントウ				85		140				36				2		1								264

		栃木県		関東 カントウ				103		71				21				70										265

		埼玉県		関東 カントウ														1,273		526								1,799

		千葉県		関東 カントウ				114		184				26														324

		東京都		関東 カントウ				25																				25

		神奈川県		関東 カントウ				63		20				4				21										108

		新潟県		信越 シンエツ				10		2				24		14				287								337

		福井県		北陸 ホクリク										6														6

		山梨県		関東 カントウ				39		79				46														164

		長野県		信越 シンエツ				9		2				7				3		2		52,772		52,769				105,564

		岐阜県		東海 トウカイ				6						346														352

		静岡県		東海 トウカイ				63		80		24		21														188

		愛知県		東海 トウカイ				8		50				233														291

		三重県		東海 トウカイ				119		1,438		95		491														2,143

		滋賀県		近畿 キンキ				25		35										326								386

		京都府		近畿 キンキ				65		148		2		380		25		1,850										2,470

		大阪府		近畿 キンキ				81		80		258		161						27								607

		兵庫県		近畿 キンキ				148		361		130		215				6		113								973

		鳥取県		中国 チュウゴク				2		13				8				23										46

		島根県		中国 チュウゴク				2		65																		67

		岡山県		中国 チュウゴク				41		47				33				359				52,833		52,832		49,377		155,522

		広島県		中国 チュウゴク				298		1,154				48														1,500

		徳島県		四国 シコク				125		978				392														1,495

		香川県		四国 シコク				75		244		18		45								52,765		52,765				105,912

		愛媛県		四国 シコク				17		56																		73

		高知県		四国 シコク				96		444		32		86		43												701

		熊本県		九州 キュウシュウ				115																				115

		大分県		九州 キュウシュウ				8								3												11

		宮崎県		九州 キュウシュウ				41		285				296		9												631

		沖縄県		沖縄 オキナワ		2		64		436		2						45										549

		11																		2								2				※エラーデータとして除外 ジョガイ

		合計		合計 ゴウケイ		2		2,102		6,967		744		3,248		202		4,013		1,290		158,370		158,366		49,377		384,681





						国民保護情報		避難勧告・指示情報		避難所情報		被害情報		災害対策本部設置状況		緊急速報メール		お知らせ		イベント情報		河川水位情報		雨量情報		潮位情報		水位周知河川		合計

				北海道 ホッカイドウ		0		69		350		0		1		9		0		0		0		0		0		429		0

				東北 トウホク		0		186		205		183		322		99		146		6		0		0		0		1147		0

				関東 カントウ		0		429		494		0		133		0		1366		527		0		0		0		2949		0

				信越 シンエツ		0		19		4		0		31		14		3		289		52772		52769		0		105901		0

				北陸 ホクリク		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		6		0

				東海 トウカイ		0		196		1568		119		1091		0		0		0		0		0		0		2974		0

				近畿 キンキ		0		319		624		390		756		25		1856		466		0		0		0		4436		0

				中国 チュウゴク		0		343		1279		0		89		0		382		0		52833		52832		49377		157135		0

				四国 シコク		0		313		1722		50		523		43		0		0		52765		52765		0		108181		0

				九州 キュウシュウ		0		164		285		0		296		12		0		0		0		0		0		757		0

				沖縄 オキナワ		2		64		436		2		0		0		45		0		0		0		0		549		0

				合計 ゴウケイ		2		2102		6967		744		3248		202		4013		1290		158370		158366		49377		384681		0

						H27		北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ		合計 ゴウケイ

						避難勧告・
指示情報		69		186		429		19		0		196		319		343		313		164		64		2,102

						避難所情報		350		205		494		4		0		1,568		624		1,279		1,722		285		436		6,967

						災害対策本部
設置状況		1		322		133		31		6		1,091		756		89		523		296		0		3,248

						被害情報		0		183		0		0		0		119		390		0		50		0		2		744

						緊急速報メール		9		99		0		14		0		0		25		0		43		12		0		202

						お知らせ		0		146		1,366		3		0		0		1,856		382		0		0		45		3,798		※全国向けの携帯会社の発信が抜けてる。 ゼンコク ム ケイタイ カイシャ ハッシン ヌ

						イベント情報		0		6		527		289		0		0		466		0		0		0		0		1,288		※エラーデータ2足りない タ

						国民保護 コクミンホゴ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2

						＜合計＞ ゴウケイ		429		1,147		2,949		360		6		2,974		4,436		2,093		2,651		757		549		18,351





H28

						避難勧告・指示情報		避難所情報		被害情報		災害対策本部設置状況		緊急速報メール		お知らせ		イベント情報		河川水位情報		雨量情報		潮位情報		水位周知河川		合計

		対象地域		地方 チホウ

		全国														268												268

		北海道		北海道 ホッカイドウ		600		840						118														1,558

		青森県		東北 トウホク		123		69				81																273

		岩手県		東北 トウホク		299		540		32		1,017		101														1,989

		宮城県		東北 トウホク		173		292		46		549		99		23		4										1,186

		秋田県		東北 トウホク		15		154				67		8		2												246

		山形県		東北 トウホク		51		87		1		17				3		14										173

		福島県		東北 トウホク		52		60		107						170												389

		茨城県		関東 カントウ		37		425				55		15		118		2										652

		栃木県		関東 カントウ		55		57				35				76												223

		埼玉県		関東 カントウ		77		86				47		3		1,500		469										2,182

		千葉県		関東 カントウ		75		590				23				191												879

		東京都		関東 カントウ		68										87												155

		神奈川県		関東 カントウ		201		42								216												459

		新潟県		信越 シンエツ		29		32				57		14				385										517

		富山県		北陸 ホクリク		4		6				1		6		4												21

		石川県		北陸 ホクリク		3																						3

		福井県		北陸 ホクリク		25		34				4																63

		山梨県		関東 カントウ		22		40				25				5												92

		長野県		信越 シンエツ		76		63				114		19		37		3		52,503		52,503						105,318

		岐阜県		東海 トウカイ		49						514																563

		静岡県		東海 トウカイ		62		103		56		3				135												359

		愛知県		東海 トウカイ		38		140				284																462

		三重県		東海 トウカイ		58		148		84		366																656

		滋賀県		近畿 キンキ		17		17				25						487										546

		京都府		近畿 キンキ		91		153		1		758		29		2,032												3,064

		大阪府		近畿 キンキ		61		79		417		598						102										1,257

		兵庫県		近畿 キンキ		57		118		366		181				11		110										843

		奈良県		近畿 キンキ												4												4

		和歌山県		近畿 キンキ		47		421				427																895

		鳥取県		中国 チュウゴク		11		36				14				44												105

		島根県		中国 チュウゴク		10		39																				49

		岡山県		中国 チュウゴク		26		25				45				351				52,509		52,508		52,509				157,973

		広島県		中国 チュウゴク		512		1,714				90																2,316

		徳島県		四国 シコク		81		125				291																497

		香川県		四国 シコク		76		165		5		77								50,295		52,502						103,120

		愛媛県		四国 シコク		36		127				257																420

		高知県		四国 シコク		122		326		43		79		57														627

		佐賀県		九州 キュウシュウ		86								12		1												99

		長崎県		九州 キュウシュウ												946										13		959

		熊本県		九州 キュウシュウ		639						4				287												930

		大分県		九州 キュウシュウ		104								33														137

		宮崎県		九州 キュウシュウ		164		1,171				494		28		1												1,858

		沖縄県		沖縄 オキナワ		125		278								24												427

		合計		合計 ゴウケイ		4,457		8,602		1,158		6,599		542		6,536		1,576		155,307		157,513		52,509		13		394,812

						避難勧告・指示情報		避難所情報		被害情報		災害対策本部設置状況		緊急速報メール		お知らせ		イベント情報		河川水位情報		雨量情報		潮位情報		水位周知河川		合計

				北海道 ホッカイドウ		600		840		0		0		118		0		0		0		0		0		0		1558

				東北 トウホク		713		1202		186		1731		208		198		18		0		0		0		0		4256

				関東 カントウ		535		1240		0		185		18		2193		471		0		0		0		0		4642

				信越 シンエツ		105		95		0		171		33		37		388		52503		52503		0		0		105835

				北陸 ホクリク		32		40		0		5		6		4		0		0		0		0		0		87

				東海 トウカイ		207		391		140		1167		0		135		0		0		0		0		0		2040

				近畿 キンキ		273		788		784		1989		29		2047		699		0		0		0		0		6609

				中国 チュウゴク		559		1814		0		149		0		395		0		52509		52508		52509		0		160443

				四国 シコク		315		743		48		704		57		0		0		50295		52502		0		0		104664

				九州 キュウシュウ		993		1171		0		498		73		1235		0		0		0		0		13		3983

				沖縄 オキナワ		125		278		0		0		0		24		0		0		0		0		0		427

				合計 ゴウケイ		4457		8602		1158		6599		542		6536		1576		155307		157513		52509		13		394812

						H28		北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ		合計 ゴウケイ

						避難勧告・
指示情報		600		713		535		105		40		207		273		559		315		993		125		4,465

						避難所情報		840		1,202		1,240		95		40		391		788		1,814		743		1,171		278		8,602

						災害対策本部
設置状況		0		1,731		185		171		5		1,167		1,989		149		704		498		0		6,599

						被害情報		0		186		0		0		0		140		784		0		48		0		0		1,158

						緊急速報メール		118		208		18		33		6		0		29		0		57		73		0		542

						お知らせ		0		198		2,193		37		4		135		2,047		395		0		1,235		24		6,268		※全国向けの携帯会社の発信が抜けてる。 ゼンコク ム ケイタイ カイシャ ハッシン ヌ

						イベント情報		0		18		471		388		0		0		699		0		0		0		0		1,576

						国民保護 コクミンホゴ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						＜合計＞ ゴウケイ		1,558		4,256		4,642		829		95		2,040		6,609		2,917		1,867		3,970		427		29,210



北海道	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	600	840	0	0	118	0	0	0	東北	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	713	1202	1731	186	208	198	18	0	関東	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	535	1240	185	0	18	2193	471	0	信越	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	105	95	171	0	33	37	388	0	北陸	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	40	40	5	0	6	4	0	0	東海	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	207	391	1167	140	0	135	0	0	近畿	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	273	788	1989	784	29	2047	699	0	中国	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	559	1814	149	0	0	395	0	0	四国	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	315	743	704	48	57	0	0	0	九州	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	993	1171	498	0	73	1235	0	0	沖縄	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	125	278	0	0	0	24	0	0	

H29

						国民保護情報 コクミン ホゴ ジョウホウ		避難勧告・指示情報		避難所情報		被害情報		災害対策本部設置状況		緊急速報メール		お知らせ		イベント情報		河川水位情報		雨量情報		潮位情報		水位周知河川		停電発生状況		合計

		対象地域		地方 チホウ

		全国																66														66

		北海道		北海道 ホッカイドウ		4		130		211						35																380

		青森県		東北 トウホク				33		109				57																		199

		岩手県		東北 トウホク				168		391				739		80																1,378

		宮城県		東北 トウホク				32		85		76		290		84		40		4												611

		秋田県		東北 トウホク				317		274				138		30		2														761

		山形県		東北 トウホク				9		2				2				1														14

		福島県		東北 トウホク				56		91		174		2				117														440

		茨城県		関東 カントウ				44		244				121		36		206										6		601		1,258

		栃木県		関東 カントウ				33		20				9				60												207		329

		群馬県 グンマケン		関東 カントウ				36		15		9		135		1												12		318		526

		埼玉県		関東 カントウ				83		101				63		21		2,378		195										219		3,060

		千葉県		関東 カントウ				146		478				41				394												1757		2,816

		東京都		関東 カントウ				74										205												264		543

		神奈川県		関東 カントウ				199		72				4				399												430		1,104

		新潟県		信越 シンエツ				226		165				255		73				460												1,179

		富山県		北陸 ホクリク				15		12				6		7		11														51

		石川県		北陸 ホクリク				58		42																						100

		福井県		北陸 ホクリク				100		121				77				28														326

		山梨県		関東 カントウ				52		165		6		82		4		2												228		539

		長野県		信越 シンエツ				88		165				131		25		93		2		52,264		52,266								105,034

		岐阜県		東海 トウカイ				239						1311																		1,550

		静岡県		東海 トウカイ				176		203				38				378												310		1,105

		愛知県		東海 トウカイ				147		738				549																		1,434

		三重県		東海 トウカイ				207		776		111		686		1																1,781

		滋賀県		近畿 キンキ				139		195				132		31				552												1,049

		京都府		近畿 キンキ				339		518		5		854		120		2,056														3,892

		大阪府		近畿 キンキ				271		339		741		696						38												2,085

		兵庫県		近畿 キンキ				166		482		350		369				6		105												1,478

		奈良県		近畿 キンキ				199		528				280		39																1,046

		和歌山県		近畿 キンキ				261		1054				481																		1,796

		鳥取県		中国 チュウゴク				54		79				11				26														170

		島根県		中国 チュウゴク				54		289																						343

		岡山県		中国 チュウゴク				64		58				54				336				52,552		52,551		52,550						158,165

		広島県		中国 チュウゴク				329		1,347				88				113														1,877

		山口県 ヤマグチケン		中国 チュウゴク				33		366		1		10				6														416

		徳島県		四国 シコク				209		1944				406																		2,559

		香川県		四国 シコク				198		524		9		192								48,865		52,545								102,333

		愛媛県		四国 シコク				90		350				269		6																715

		高知県		四国 シコク				232		892		52		200		116																1,492

		佐賀県		九州 キュウシュウ				29								3		1														33

		長崎県		九州 キュウシュウ														3225														3,225

		熊本県		九州 キュウシュウ				218																								218

		大分県		九州 キュウシュウ				281								90		27														398

		宮崎県		九州 キュウシュウ				254		1,777				370		50																2,451

		鹿児島県 カゴシマケン		九州 キュウシュウ				246		498		6		323		17		3														1,093

		沖縄県		沖縄 オキナワ				79		222								42														343

		合計		合計 ゴウケイ		4		6413		15942		1540		9471		869		10221		1356		153681		157362		52550		18		4334		413,761

						国民保護情報 コクミン ホゴ ジョウホウ		避難勧告・指示情報		避難所情報		被害情報		災害対策本部設置状況		緊急速報メール		お知らせ		イベント情報		河川水位情報		雨量情報		潮位情報		水位周知河川		停電発生状況		合計

				北海道 ホッカイドウ		4		130		211		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		380

				東北 トウホク		0		615		952		250		1228		194		160		4		0		0		0		0		0		3403

				関東 カントウ		0		667		1095		15		455		62		3644		195		0		0		0		18		4024		10175

				信越 シンエツ		0		314		330		0		386		98		93		462		52264		52266		0		0		0		106213

				北陸 ホクリク		0		173		175		0		83		7		39		0		0		0		0		0		0		477

				東海 トウカイ		0		769		1717		111		2584		1		378		0		0		0		0		0		310		5870

				近畿 キンキ		0		1375		3116		1096		2812		190		2062		695		0		0		0		0		0		11346

				中国 チュウゴク		0		534		2139		1		163		0		481		0		52552		52551		52550		0		0		160971

				四国 シコク		0		729		3710		61		1067		122		0		0		48865		52545		0		0		0		107099

				九州 キュウシュウ		0		1028		2275		6		693		160		3256		0		0		0		0		0		0		7418

				沖縄 オキナワ		0		79		222		0		0		0		42		0		0		0		0		0		0		343

				合計 ゴウケイ		4		6413		15942		1540		9471		869		10155		1356		153681		157362		52550		18		4334		413695

								H29		北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ		合計 ゴウケイ

								避難勧告・
指示情報		130		615		667		314		173		769		1,375		534		729		1,028		79		6,413

								避難所情報		211		952		1,095		330		175		1,717		3,116		2,139		3,710		2,275		222		15,942

								災害対策本部
設置状況		0		1,228		455		386		83		2,584		2,812		163		1,067		693		0		9,471

								被害情報		0		250		15		0		0		111		1,096		1		61		6		0		1,540

								緊急速報メール		35		194		62		98		7		1		190		0		122		160		0		869

								お知らせ		0		160		3,644		93		39		378		2,062		481		0		3,256		42		10,155		※全国向けの携帯会社の発信が抜けてる。 ゼンコク ム ケイタイ カイシャ ハッシン ヌ

								イベント情報		0		4		195		462		0		0		695		0		0		0		0		1,356

								国民保護 コクミンホゴ		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4

								＜合計＞ ゴウケイ		380		3,403		6,133		1,683		477		5,560		11,346		3,318		5,689		7,418		343		45,750

								停電発生状況有 テイデン ハッセイ ジョウキョウ アリ

								H29		北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ		合計 ゴウケイ

								避難勧告・
指示情報		130		615		667		314		173		769		1,375		534		729		1,028		79		6,413

								避難所情報		211		952		1,095		330		175		1,717		3,116		2,139		3,710		2,275		222		15,942

								災害対策本部
設置状況		0		1,228		455		386		83		2,584		2,812		163		1,067		693		0		9,471

								被害情報		0		250		15		0		0		111		1,096		1		61		6		0		1,540

								緊急速報メール		35		194		62		98		7		1		190		0		122		160		0		869

								お知らせ		0		160		3,644		93		39		378		2,062		481		0		3,256		42		10,155

								イベント情報		0		4		195		462		0		0		695		0		0		0		0		1,356

								停電発生状況 テイデン ハッセイ ジョウキョウ		0		0		4,024		0		0		310		0		0		0		0		0		4,334

								国民保護 コクミンホゴ		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4

								＜合計＞ ゴウケイ		380		3,403		10,157		1,683		477		5,870		11,346		3,318		5,689		7,418		343		50,084



北海道	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	130	211	0	0	35	0	0	4	東北	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	615	952	1228	250	194	160	4	0	関東	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	667	1095	455	15	62	3644	195	0	信越	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	314	330	386	0	98	93	462	0	北陸	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	173	175	83	0	7	39	0	0	東海	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	769	1717	2584	111	1	378	0	0	近畿	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	1375	3116	2812	1096	190	2062	695	0	中国	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	534	2139	163	1	0	481	0	0	四国	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	729	3710	1067	61	122	0	0	0	九州	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	1028	2275	693	6	160	3256	0	0	沖縄	避難勧告・	
指示情報	避難所情報	災害対策本部	
設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	79	222	0	0	0	42	0	0	

グラフの表を作る (合計数)

						平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

				避難勧告・指示情報		2,102		4,465		6,413

				避難所情報		6,967		8,602		15,942

				災害対策本部設置状況		3,248		6,599		9,471

				被害情報		744		1,158		1,540

				緊急速報メール		202		542		869

				お知らせ		3,798		6,268		10,155

				イベント情報		1,288		1,576		1,356

				国民保護 コクミンホゴ		2		0		4



平成27年度	

避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	2102	6967	3248	744	202	3798	1288	2	平成28年度	

避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	4465	8602	6599	1158	542	6268	1576	0	平成29年度	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	6413	15942	9471	1540	869	10155	1356	4	







グラフの表を作る

						D						E						F						G						H						I						J						K						L						M						N

						北海道 ホッカイドウ				　		東北 トウホク				　		関東 カントウ				　		信越 シンエツ				　		北陸 ホクリク				　		東海 トウカイ				　		近畿 キンキ				　		中国 チュウゴク				　		四国 シコク				　		九州 キュウシュウ				　		沖縄 オキナワ

						H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28				H27		H28

				避難勧告・指示情報		69		600				186		713				429		535				19		105				0		40				196		207				319		273				343		559				313		315				164		993				64		125

				避難所情報		350		840				205		1,202				494		1,240				4		95				0		40				1,568		391				624		788				1,279		1,814				1,722		743				285		1,171				436		278

				災害対策本部設置状況		1		0				322		1,731				133		185				31		171				6		5				1,091		1,167				756		1,989				89		149				523		704				296		498				0		0

				被害情報		0		0				183		186				0		0				0		0				0		0				119		140				390		784				0		0				50		48				0		0				2		0

				緊急速報メール		9		118				99		208				0		18				14		33				0		6				0		0				25		29				0		0				43		57				12		73				0		0

				お知らせ		0		0				146		198				1,366		2,193				3		37				0		4				0		135				1,856		2,047				382		395				0		0				0		1,235				45		24

				イベント情報		0		0				6		18				527		471				289		388				0		0				0		0				466		699				0		0				0		0				0		0				0		0

				国民保護 コクミンホゴ		0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				2		0



北海道	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	69	350	1	0	9	0	0	0	北海道	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	600	840	0	0	118	0	0	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	東北	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	186	205	322	183	99	146	6	0	東北	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	713	1202	1731	186	208	198	18	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	関東	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	429	494	133	0	0	1366	527	0	関東	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	535	1240	185	0	18	2193	471	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	信越	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	19	4	31	0	14	3	289	0	信越	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	105	95	171	0	33	37	388	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	北陸	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	0	0	6	0	0	0	0	0	北陸	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	40	40	5	0	6	4	0	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	東海	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	196	1568	1091	119	0	0	0	0	東海	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	207	391	1167	140	0	135	0	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	近畿	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	319	624	756	390	25	1856	466	0	近畿	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	273	788	1989	784	29	2047	699	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	中国	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	343	1279	89	0	0	382	0	0	中国	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策	本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	559	1814	149	0	0	395	0	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	四国	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	313	1722	523	50	43	0	0	0	四国	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	315	743	704	48	57	0	0	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	九州	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	164	285	296	0	12	0	0	0	九州	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	993	1171	498	0	73	1235	0	0	　	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	沖縄	H27	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	64	436	0	2	0	45	0	2	沖縄	H28	避難勧告・指示情報	避難所情報	災害対策本部設置状況	被害情報	緊急速報メール	お知らせ	イベント情報	国民保護	125	278	0	0	0	24	0	0	
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Ｌアラートへの情報発信状況（地域別）
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Ｌアラートへの情報発信状況（情報の種類別）
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発信情報の入力遅延状況
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１．情報種別「停電発生状況」の概要
開始日 ：2017年10月2日 13:00から
取得できる利用者 ：Ｌアラートを利用するすべてのユーザ
発信タイミング ：東電HP「停電情報」に掲載情報の更新。
発信単位 ：市区町村単位（政令市は区単位。※自治体コード単位）

２．発信実績
4,334件 （発生・更新・終息までそれぞれ１件としてカウント）
※平成29年10月2日より、平成30年3月31日までの約６ヶ月間

※2017年10月23日 台風21号上陸
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東京電力の情報発信状況について



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

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

7



平成２９年度 連絡会等の開催実績

8

区分 イベント／会合等名称 対象者
平成２９年 平成３０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2017 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 秋田
岩手
宮城

山形 福島 青森 宮城 総通局主催、県別に開催

関東

群馬 自治体、マスメディア等 〇 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 〇 県主催

信越

長野 自治体、マスメディア等 〇 県主催

北陸

石川 自治体、マスメディア等 〇 総通局・県共催

東海 自治体、マスメディア等 幹事会 総会 総通局主催

静岡 自治体、マスメディア等 〇 県主催

近畿 自治体、マスメディア等 〇 総通局主催

中国 自治体、マスメディア等 〇 総通局主催

山口 〇 県主催

四国

徳島 自治体、マスメディア等 〇 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 総会 総通局主催

宮崎 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 WG 総会 総通局主催
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参考情報
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システム接続している情報伝達者（全国）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2012/1/17 日本放送協会 全国
データ放送、ホームページ他 全国のデータを東京で一括
受信

2 地上波放送 2015/9/1 （株）フジテレビジョン 全国 ホ－ムページ等（FNN）
3 新聞社 2015/12/2 （株）読売新聞東京本社 全国 ホームページ、アプリ
4 新聞社 2017/9/1 （株）日刊スポーツ新聞社 全国 ホームページ、ＳＮＳ
5 通信社 2014/10/1 （株）時事通信社 全国 記事の自動作成
6 インターネット2011/6/20 （株）フューチャーリンクネットワーク 全国 地域ポータル（自治体毎の契約）
7 インターネット2013/7/1 （株）インターネットイニシアティブ 全国 デジタルサイネージ（自販機設置）
8 インターネット2013/8/22 ヤフー（株） 全国 PC/スマホサイト・防災アプリ
9 インターネット2013/10/1 ゲヒルン（株） 全国 ポータルサイト、ツイッターに利用
10 インターネット2014/12/22 ファーストメディア（株） 全国 アプリ
11 インターネット2015/8/3 青梅商工会議所 全国 アプリ
12 インターネット2016/7/8 インフカム（株） 全国 アプリ
13 インターネット2016/7/30 日本気象協会 全国 ポータルサイト/防災アプリ
14 インターネット2016/11/7 NTTレゾナント（株） 全国 アプリ
15 インターネット2018/3/20 アールシーソリューション(株) 全国 アプリ

16 サイネージ 2015/12/1 （株）日立ケーイーシステムズ 全国

デジタルサイネージ
・全国宝くじ売り場 約5000面
・羽田空港 モノレール口改札口
・京急線改札口 3面 他

17 サイネージ 2016/12/1 （株）ブイシンク 全国 サイネージ（飲料自動販売機）、札幌市営交通
18 サイネージ 2016/12/7 （株）ディージェーワールド 全国 サイネージ
19 その他 2014/12/15 三井住友海上火災保険（株） 全国 アプリ
20 その他 2015/5/27 帝人ファーマ（株） 全国
21 その他 2016/10/1 セコムトラストシステムズ（株） 全国 ホームページ
22 その他 2016/12/20 東京海上日動火災保険(株) 全国 アプリ

平成３０年６月８日現在

・システム連携で情報伝達を行っている団体は２３４から２４９に増加。（過去に遡って申告があった事業者を含む）
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システム接続している情報伝達者（北海道、東北）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2015/7/21 北海道放送（株） 北海道 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
2 地上波放送 2017/4/3 北海道文化放送（株） 北海道 Ｌ字放送
3 地上波放送 2017/12/6 札幌テレビ放送（株） 北海道 データ放送、、Ｌ字放送・スーパー
4 地上波放送 2015/9/17 青森テレビ（株） 青森県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
5 地上波放送 2017/7/14 青森放送（株） 青森県 Ｌ字放送
6 地上波放送 2015/12/14 （株）アイビーシー岩手放送 岩手県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

7 地上波放送 2017/7/1 （株）テレビ岩手 岩手県
データ放送、Ｌ字放送、スーパー、ホームページ、アプリ、
ＳＮＳ

8 地上波放送 2013/7/1 東北放送（株） 宮城県 データ放送
9 地上波放送 2017/8/10 （株）宮城テレビ放送 宮城県 Ｌ字放送
10 地上波放送 2017/9/13 （株）秋田放送 秋田県 Ｌ字放送
11 地上波放送 2016/5/17 （株）テレビユー山形 山形県 Ｌ字放送
12 地上波放送 2017/3/1 （株）山形テレビ 山形県 Ｌ字放送
13 地上波放送 2017/7/31 山形放送（株） 山形県 Ｌ字放送
14 地上波放送 2017/8/9 （株）福島中央テレビ 福島県 Ｌ字放送
15 CATV 2018/6/1 遠野市（遠野テレビ） 岩手県 コミュニティチャンネル・データ放送
16 CATV 2013/3/20 気仙沼ケーブルネットワーク（株） 宮城県 コミュニティチャンネル・データ放送

17 新聞社 2017/9/1 （株）河北新報社
青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県

ホームページ

18 新聞社 2017/9/1 （株）東奥日報社 青森県 ホームページ、サイネージ
19 新聞社 2017/9/1 （株）デーリー東北新聞社 青森県 ホームページ
20 新聞社 2017/9/1 （株）岩手日報社 岩手県 ホームページ
21 新聞社 2017/9/20 （株）山形新聞社 山形県 ホームページ
22 新聞社 2017/9/1 （株）福島民報社 福島県 ホームページ、メール、アプリ、ＳＮＳ
23 新聞社 2017/9/10 福島民友新聞（株） 福島県 ホームページ

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（関東 1/2）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2015/7/21 （株）TBSテレビ 関東広域圏 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
2 地上波放送 2016/11/28 （株）テレビ東京 関東広域圏 Ｌ字放送
3 地上波放送 2018/2/5 日本テレビ放送網（株） 関東広域圏 Ｌ字放送
4 地上波放送 2016/9/1 行方市（行方市エリア放送） 茨城県 エリア放送
5 地上波放送 2012/8/31 （株）テレビ埼玉 埼玉県 データ放送
6 地上波放送 2015/10/1 千葉テレビ放送（株） 千葉県 データ放送、Ｌ字放送
7 地上波放送 2018/4/2 (株)テレビ神奈川 神奈川県 データ放送
8 地上波放送 2015/7/13 （株）テレビ山梨 山梨県 Ｌ字放送、データ放送、ホームページ

9 CATV 2017/5/25 ケーブルテレビ（株）
茨城県、栃木県、
群馬県

コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ

10 CATV 2017/8/9 わたらせテレビ（株） 栃木県、群馬県 コミュニティチャンネル・データ放送、サイネージ
11 CATV 2017/10/1 （株）ＪＷＡＹ 茨城県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
12 CATV 2015/7/27 佐野ケーブルテレビ（株） 栃木県 コミュニティチャンネル・データ放送
13 CATV 2016/4/1 真岡市（もおかテレビ） 栃木県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ

14 CATV 2016/11/15 鹿沼ケーブルテレビ（株） 栃木県
コミュニティチャンネル・データ放送、Ｌ字放送、ホーム
ページ

15 CATV 2017/3/1 那珂川町ＣＡＴＶ指定管理ＦＮＥＴＳ 栃木県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ
16 CATV 2016/3/25 入間ケーブルテレビ（株） 埼玉県 コミュニティチャンネル・データ放送
17 CATV 2016/3/25 ゆずの里ケーブルテレビ（株） 埼玉県 コミュニティチャンネル・データ放送
18 CATV 2016/3/25 東松山ケーブルテレビ（株） 埼玉県 コミュニティチャンネル・データ放送
19 CATV 2015/2/1 （株）広域高速ネット二九六 千葉県 コミュニティチャンネル・データ放送
20 CATV 2015/4/1 （株）ケーブルテレビ品川 東京都 テレビプッシュ
21 CATV 2016/3/25 瑞穂ケーブルテレビ（株） 東京都 コミュニティチャンネル・データ放送
22 CATV 2016/3/30 東京ベイネットワーク（株） 東京都 コミュニティチャンネル・データ放送
23 CATV 2018/5/1 多摩ケーブルネットワーク（株） 東京都 コミュニティチャンネル・データ放送
24 CATV 2015/1/22 イッツ・コミュニケーションズ（株） 神奈川県 テレビプッシュ
25 CATV 2016/10/20 湘南ケーブルネットワーク（株） 神奈川県 コミュニティチャンネル・データ放送
26 CATV 2017/6/26 横浜ケーブルビジョン（株） 神奈川県 コミュニティチャンネル・データ放送、Ｌ字放送
27 CATV 2014/10/1 （株）CATV富士五湖 山梨県 コミュニティチャンネル
28 CATV 2015/10/1 山梨CATV（株） 山梨県 コミュニティチャンネル・データ放送

29 CATV 2015/12/1
（株）上野原ブロードバンドコミュニケー
ションズ

山梨県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ

30 CATV 2016/4/11 白根ケーブルネットワーク（株） 山梨県 コミュニティチャンネル・データ放送

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（関東 2/2）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

31 CATV 2016/4/11 富士川シーエーティーヴイ（株） 山梨県 コミュニティチャンネル・データ放送
32 CATV 2016/10/1 (有)峡西シーエーテーブイ 山梨県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送、アプリ
33 CATV 2017/10/10 （株）日本ネットワークサービス 山梨県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送・スーパー
34 CFM放送 2016/4/1 中央エフエム（株） 東京都 音声合成による自動割込み

35 新聞社 2017/9/1 （株）茨城新聞社
福島県、茨城県、
栃木県、千葉県、
東京都

ホームページ

36 新聞社 2017/9/1 （株）上毛新聞社
栃木県、群馬県、
埼玉県、新潟県、
長野県

ホームページ

37 新聞社 2017/9/7 （株）埼玉新聞社 埼玉県 ホームページ、アプリ
38 サイネージ 2016/7/1 パナソニックシステムネットワークス（株） 神奈川県 藤沢SST、デジタルサイネージ、アプリ

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（信越、北陸）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2016/4/23 北陸放送（株）
石川県、富山県,
福井県

Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

2 地上波放送 2015/7/21 （株）新潟放送 新潟県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
3 地上波放送 2016/8/1 富山テレビ放送（株） 富山県 データ放送
4 地上波放送 2016/10/20 （株）チューリップテレビ 富山県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
5 地上波放送 2017/8/3 北日本放送（株） 富山県 Ｌ字放送
6 地上波放送 2017/8/3 （株）テレビ金沢 石川県 Ｌ字放送
7 地上波放送 2018/6/4 北陸朝日放送(株) 石川県 Ｌ字放送
8 地上波放送 2017/7/19 福井放送（株） 福井県 Ｌ字放送
9 地上波放送 2016/8/17 信越放送（株） 長野県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
10 地上波放送 2017/7/6 （株）テレビ信州 長野県 Ｌ字放送
11 CATV 2015/7/1 （株）エヌ・シィ・ティ 新潟県 コミュニティチャンネル・データ放送
12 CATV 2016/8/1 （株）ケーブルテレビ富山 富山県 コミュニティチャンネル・データ放送、スーパー・Ｌ字放送
13 CATV 2016/8/1 となみ衛星通信テレビ（株） 富山県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ、テレビプッシュ
14 CATV 2016/9/1 射水ケーブルネットワーク（株） 富山県 コミュニティチャンネル・データ放送
15 CATV 2016/11/28 （株）新川インフォメーションセンター 富山県 コミュニティチャンネル・データ放送、スーパー・Ｌ字放送
16 CATV 2016/7/1 金沢ケーブルテレビネット(株) 石川県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
17 CATV 2018/4/1 中能登町（中能登町ケーブルテレビ） 石川県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
18 CATV 2018/4/4 (株)テレビ小松 石川県 コミュニティチャンネル・データ放送
19 CATV 2015/6/11 丹南ケーブルテレビ（株） 福井県 コミュニティチャンネル・データ放送、スーパー・Ｌ字放送
20 CATV 2017/9/1 福井ケーブルテレビ（株） 福井県 コミュニティチャンネル・データ放送、スーパー・Ｌ字放送
21 CATV 2014/8/1 蓼科ケーブルビジョン（株） 長野県 コミュニティチャンネル
22 CATV 2015/12/9 （株）テレビ松本ケーブルビジョン 長野県 サイネージ
23 CATV 2016/4/1 佐久ケーブルテレビ（株） 長野県 コミュニティチャンネル・データ放送
24 CATV 2017/3/6 （株）飯田ケーブルテレビ 長野県 アプリ
25 CATV 2018/2/1 伊那ケーブルテレビジョン（株） 長野県 コミュニティチャンネル・データ放送
26 CFM放送 2016/10/4 富山シティエフエム（株） 富山県 音声・メール、サイマル放送

27 新聞社 2017/9/16 （株）北日本新聞社
新潟県、富山県、
石川県、長野県、
岐阜県

ホームページ、ＳＮＳ

28 新聞社 2017/10/31 （株）新潟日報社 新潟県 ホームページ
29 新聞社 2017/9/1 （株）福井新聞社 福井県 ホームページ、メール、ＳＮＳ

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（東海）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2015/7/21 （株）CBCテレビ 東海広域圏 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
2 地上波放送 2017/4/1 名古屋テレビ放送（株） 東海広域圏 データ放送、Ｌ字放送、ホームページ、ＳＮＳ
3 地上波放送 2013/7/22 静岡放送（株） 静岡県 データ放送、ホームページ
4 地上波放送 2015/9/8 （株）テレビ静岡 静岡県 Ｌ字放送
5 地上波放送 2016/1/31 （株）静岡朝日テレビ 静岡県 Ｌ字放送
6 地上波放送 2017/8/8 （株）静岡第一テレビ 静岡県 Ｌ字放送・スーパー
7 地上波放送 2016/6/1 三重テレビ放送（株） 三重県 データ放送
8 CATV 2013/10/22 （株）ケーブルテレビ可児 岐阜県 コミュニティチャンネル・データ放送
9 CATV 2017/2/1 （株）アミックスコム 岐阜県 コミュニティチャンネル・データ放送、Ｌ字放送
10 CATV 2014/3/17 （株）ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 静岡県 コミュニティチャンネル・データ放送
11 CATV 2014/3/17 （株）トコちゃんねる静岡 静岡県 コミュニティチャンネル・データ放送
12 CATV 2014/4/15 浜松ケーブルテレビ（株） 静岡県 コミュニティチャンネル・データ放送
13 CATV 2015/5/1 小林テレビ設備有限会社 静岡県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ
14 CATV 2015/10/1 ひまわりネットワーク（株） 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送
15 CATV 2015/10/1 （株）三河湾ネットワーク 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送
16 CATV 2015/10/1 グリーンシティケーブルテレビ（株） 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送
17 CATV 2015/12/1 （株）キャッチネットワーク 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送
18 CATV 2016/1/4 中部ケーブルネットワーク（株） 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送
19 CATV 2016/3/1 （株）アイ・シー・シー 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ
20 CATV 2016/4/1 知多メディアスネットワーク（株） 愛知県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送、スーパー
21 CATV 2017/6/1 スターキャット・ケーブルネットワーク（株） 愛知県 コミュニティチャンネル・データ放送
22 CATV 2015/6/1 松阪ケーブルテレビ・ステーション（株） 三重県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
23 CATV 2015/6/29 （株）ＺＴＶ 三重県 コミュニティチャンネル・データ放送
24 CATV 2015/9/29 （株）シー・ティー・ワイ 三重県 コミュニティチャンネル・データ放送
25 CATV 2017/6/16 伊賀上野ケーブルテレビ（株） 三重県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
26 CATV 2018/3/16 （株）アドバンスコープ 三重県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
27 CFM放送 2017/4/1 浜松エフエム放送（株） 岐阜県、愛知県 自動割込み告知放送
28 新聞社 2017/9/1 （株）岐阜新聞社 岐阜県、愛知県 ホームページ
29 新聞社 2013/7/22 （株）静岡新聞社 静岡県 ホームページ

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（近畿）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2015/3/25 朝日放送（株） 近畿広域圏 データ放送、スーパー/Ｌ字放送
2 地上波放送 2015/7/21 （株）毎日放送 近畿広域圏 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
3 地上波放送 2016/2/29 関西テレビ放送（株） 近畿広域圏 Ｌ字放送
4 地上波放送 2017/8/1 讀賣テレビ放送（株） 近畿広域圏 データ放送、Ｌ字放送、スーパー
5 地上波放送 2018/4/1 びわ湖放送(株) 滋賀県 データ放送、Ｌ字放送・スーパー
6 地上波放送 2014/10/15 （株）京都放送 京都府 データ放送
7 地上波放送 2016/8/6 テレビ大阪（株） 大阪府 Ｌ字放送
8 地上波放送 2012/1/17 （株）サンテレビジョン 兵庫県 データ放送

9 CATV 2016/4/1 （株）ケイ・オプティコム
滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

コミュニティチャンネル・Ｌ字放送、スーパー

10 CATV 2017/11/15 （株）ベイ・コミュニケーションズ 大阪府、兵庫県 コミュニティチャンネル・データ放送
11 CATV 2015/9/15 東近江ケーブルネットワーク（株） 滋賀県 コミュニティチャンネル・データ放送、スーパー・Ｌ字放送
12 CATV 2016/6/11 南丹市（なんたんテレビ） 京都府 コミュニティチャンネル・データ放送、Ｌ字放送
13 CATV 2012/1/17 BAN-BANネットワークス（株） 兵庫県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
14 CATV 2016/3/1 南あわじ市（ケーブルネットワーク淡路） 兵庫県 コミュニティチャンネル・データ放送
15 CATV 2017/3/22 姫路ケーブルテレビ（株） 兵庫県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
16 CATV 2017/12/25 （株）明石ケーブルテレビ 兵庫県 コミュニティチャンネル・データ放送
17 FM放送 2014/10/1 兵庫エフエム放送（株） 兵庫県 ホームページ

18 新聞社 2017/10/10 （株）京都新聞社

福井県、滋賀県、
京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、
和歌山県

ホームページ

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（中国）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2014/4/1 日本海テレビジョン放送（株） 鳥取県、島根県L字放送、データ放送

2 地上波放送 2015/7/13 山陰中央テレビジョン放送（株） 鳥取県、島根県Ｌ字放送

3 地上波放送 2015/7/21 （株）山陰放送 鳥取県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

4 地上波放送 2015/7/21 山陽放送（株） 岡山県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

5 地上波放送 2015/7/23 岡山放送（株） 岡山県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

6 地上波放送 2014/7/7 （株）テレビ新広島 広島県 L字放送

7 地上波放送 2015/7/21 （株）中国放送 広島県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

8 地上波放送 2017/8/24 広島テレビ放送（株） 広島県 Ｌ字放送

9 地上波放送 2017/7/21 山口放送（株） 山口県 L字放送

10 CATV 2014/6/4 （株）鳥取テレトピア 鳥取県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送

11 CATV 2015/2/1 （株）中海テレビ放送 鳥取県 データ放送、アプリ

12 CATV 2017/4/24 雲南市・飯南町事務組合 鳥取県 コミュニティチャンネル・データ放送

13 CATV 2015/10/1 石見銀山テレビ放送（株） 島根県 コミュニティチャンネル・データ放送

14 CATV 2016/3/28 出雲ケーブルビジョン（株） 島根県 Ｌ字放送

15 CATV 2015/9/1 笠岡放送（株） 岡山県 アプリ

16 CATV 2016/6/15 美作市（美作市ケーブルテレビ） 岡山県 コミュニティチャンネル・データ放送

17 CATV 2017/2/16 （株）三次ケーブルビジョン 広島県 コミュニティチャンネル・データ放送

18 CATV 2017/9/1 （株）ちゅピＣＯＭひろしま 広島県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ

19 CATV 2017/9/1 （株）ちゅピＣＯＭふれあい 広島県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ

20 CATV 2018/4/1 北広島町（きたひろネット） 広島県 コミュニティチャンネル・データ放送

21 CATV 2016/6/1 萩ケーブルネットワーク（株） 山口県 アプリ

22 CATV 2017/6/28 （株）シティーケーブル周南 山口県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送

23 CATV 2018/2/1 山口ケーブルビジョン（株） 山口県 コミュニティチャンネル・データ放送

24 新聞社 2017/9/19 （株）新日本海新聞社
鳥取県
（大阪府）

ホームページ

25 新聞社 2017/9/1 (株)山陰中央新報社 島根県 ホームページ

26 新聞社 2017/11/1 （株）山陽新聞社 岡山県 ホームページ、アプリ

27 新聞社 2012/6/5 （株）中国新聞社 広島県 防災メールでの利用、ホームページ

平成３０年６月８日現在



18

システム接続している情報伝達者（四国 1/2）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2018/3/20 四国放送（株） 徳島県 Ｌ字放送
2 地上波放送 2015/7/21 山陽放送（株） 香川県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
3 地上波放送 2015/7/23 岡山放送（株） 香川県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
4 地上波放送 2017/8/4 西日本放送（株） 香川県 Ｌ字放送
5 地上波放送 2015/1/8 （株）愛媛朝日テレビ 愛媛県 スーパー/L字放送
6 地上波放送 2015/7/21 （株）あいテレビ 愛媛県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）

7 地上波放送 2017/8/1 南海放送（株） 愛媛県
データ放送、Ｌ字放送・スーパー、ホームページ、アプリ、
メール、ＳＮＳ

8 地上波放送 2015/7/21 （株）テレビ高知 高知県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
9 地上波放送 2017/7/27 （株）高知放送 高知県 スーパー/L字放送
10 CATV 2015/7/9 （株）ひのき 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
11 CATV 2015/7/9 （株）ケーブルテレビあなん 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
12 CATV 2015/7/9 那賀町（那賀町ケーブルテレビ） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
13 CATV 2015/7/9 日本中央テレビ（株） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
14 CATV 2015/7/9 （株）ケーブルネットおえ 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
15 CATV 2015/7/9 エーアイテレビ（株） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
16 CATV 2015/7/9 （株）東阿波ケーブルテレビ 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
17 CATV 2015/7/9 （株）池田ケーブルネットワーク 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
18 CATV 2015/7/9 テレビ阿波（株） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
19 CATV 2015/7/9 阿波市（阿波市ケーブルネットワーク） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
20 CATV 2015/7/9 上板有線テレビ（株） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
21 CATV 2015/7/9 徳島県南メディアネットワーク（株） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
22 CATV 2015/7/9 国府町農事放送農業協同組合 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
23 CATV 2015/7/9 石井町有線放送農業協同組合 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
24 CATV 2017/5/1 ケーブルテレビ徳島（株） 徳島県 コミュニティチャンネル・データ放送
25 CATV 2014/10/1 香川テレビ放送網（株） 香川県 コミュニティチャンネル・データ放送
26 CATV 2015/6/1 さぬき市（ピカラ光テレビ） 香川県 コミュニティチャンネル・データ放送
27 CATV 2015/6/24 中讃ケーブルテレビ（株） 香川県 コミュニティチャンネル・データ放送
28 CATV 2017/3/24 （株）ケーブルメディア四国 香川県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送
29 CATV 2014/7/1 （株）愛媛CATV 愛媛県 コミュニティチャンネル・データ放送
30 CATV 2014/8/1 （株）ハートネットワーク 愛媛県 コミュニティチャンネル・データ放送
31 CATV 2017/3/27 （株）宇和島ケーブルテレビ 愛媛県 アプリ
32 CATV 2017/10/1 西予CATV（株） 愛媛県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（四国 2/2）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

33 CATV 2014/7/8 黒潮町（黒潮ケーブル） 高知県 コミュニティチャンネル・データ放送
34 CATV 2015/6/1 高知ケーブルテレビ（株） 高知県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ
35 新聞社 2017/9/12 一般財団法人徳島新聞社 徳島県 ホームページ、ＳＮＳ
36 新聞社 2017/9/1 （株）愛媛新聞社 愛媛県 ホームページ、アプリ

平成３０年６月８日現在
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システム接続している情報伝達者（九州、沖縄）

№ 区分
運用開始

時期
情報伝達者 都道府県 備考

1 地上波放送 2018/5/1 （株）テレビ長崎 長崎県 Ｌ字放送・スーパー
2 地上波放送 2017/12/1 （株）福岡放送 福岡県 データ放送、Ｌ字放送、ホームページ
3 地上波放送 2015/8/1 （株）サガテレビ 佐賀県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
4 地上波放送 2017/11/28 （株）長崎国際テレビ 長崎県 データ放送、Ｌ字放送・スーパー、ホームページ
5 地上波放送 2015/7/21 （株）熊本放送 熊本県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
6 地上波放送 2017/7/24 （株）熊本県民テレビ 熊本県 Ｌ字放送、ホームページ、ＳＮＳ
7 地上波放送 2015/7/21 （株）大分放送 大分県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
8 地上波放送 2017/9/26 （株）テレビ大分 大分県 Ｌ字放送
9 地上波放送 2015/7/21 （株）宮崎放送 宮崎県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
10 地上波放送 2017/6/1 （株）南日本放送 鹿児島県 データ放送
11 地上波放送 2017/7/19 （株）鹿児島讀賣テレビ 鹿児島県 Ｌ字放送
12 地上波放送 2015/7/21 琉球放送（株） 沖縄県 Ｌ字放送、データ放送（Ｌ字放送分）
13 CATV 2014/7/8 ビィーティーヴィーケーブルテレビ（株） 宮崎県、鹿児島県 コミュニティチャンネル・データ放送
14 CATV 2017/4/1 杵築市（杵築ど～んとテレビ） 大分県 コミュニティチャンネル・データ放送・Ｌ字放送、アプリ
15 CATV 2017/9/1 南九州ケーブルテレビネット（株） 鹿児島県 コミュニティチャンネル・データ放送
16 CATV 2016/11/1 （株）メック 福岡県 コミュニティチャンネル・データ放送
17 CATV 2016/6/1 おおむらケーブルテレビ（株） 長崎県 コミュニティチャンネル・データ放送
18 CATV 2017/2/1 諫早ケーブルテレビ（株） 長崎県 コミュニティチャンネル・データ放送、アプリ
19 CATV 2017/11/1 九州テレ・コミュニケーションズ（株） 長崎県 テレビプッシュ
20 CATV 2013/6/13 （株）ケーブルテレビ佐伯 大分県 コミュニティチャンネル・データ放送
21 CATV 2017/4/20 大分ケーブルテレコム（株） 大分県 コミュニティチャンネル・Ｌ字放送、スーパー
22 CATV 2016/4/4 宮崎ケーブルテレビ（株） 宮崎県 コミュニティチャンネル・スーパー

23 新聞社 2017/9/4 （株）南日本新聞社
熊本県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

ホームページ

24 新聞社 2017/9/1 大分合同新聞社 大分県 ホームページ、メール、アプリ、ＳＮＳ
25 新聞社 2017/11/1 （株）熊本日日新聞社 熊本県 ホームページ
26 新聞社 2017/9/1 （株）琉球新報社 沖縄県 ホームページ
27 サイネージ 2014/12/1 ココロプラン（株） 鹿児島県 デジタルサイネージ

平成３０年６月８日現在
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