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北海道におけるＬアラートの現状

総務省北海道総合通信局

平成31年３月７日



1Ｌアラート（災害情報共有システム）の概要

Ｌ(Local)アラートとは、地方公共団体等が発出した避難指示や避難勧告といった災害関連情報を始めとする
公共情報を、放送局等多様なメディアに対して一斉に送信することで、災害関連情報の迅速かつ効率的な住民
への 伝達を可能とする共通基盤。

 総務省は､災害時における､より迅速かつ効率的な情報伝達実現のため､Ｌアラートの一層の普及･活用を推進｡
 一般財団法人マルチメディア振興センターが運営しており、情報発信者・情報伝達者による利用は無料。
 地域住民等は、情報伝達者を介して、Ｌアラートから配信される公共情報を取得。

ライフライン等
情報発信開始
・携帯会社、ガス会社、電力会社、公共交通機関
情報発信検討中
・水道 等

情報発信

市町村
災害時の避難情報・お知らせ等

都道府県

防災情報・
お知らせ等

防災情報
システム

地方公共団体
46都道府県（1,727市町村）が、
実際に避難指示や避難勧告の
災害関連情報等の発信。

中央省庁等
・Ｊアラート情報（消防庁）

・気象情報（気象庁）
・海の安全情報（海上保安庁）

ライフライン等
携帯４社、ガス９０社、東京電力が配信を開始

防災情報等の
収集・配信

新たなｻｰﾋﾞｽ事業者

緊急速報メール

「緊急速報メール発信支援機能」（拡充予定）
を付加サービスとして提供

情報伝達

新聞社

ラジオ事業者

テレビ事業者

システム接続

情報閲覧・入力

地域住民

カーナビ等

デジタルＴＶ

データ放送など

ラジオ

緊急放送

インターネット等

ウェブ
配信

ネット・サイネージ事業者

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・サイネージ

防災アプリの活用



2Ｌアラートの利用① （全体像）

情報発信者が連携システムやコモンズツール（エディタ）などでLアラートに災害情報などを送信すると、
TVCMLやメール、SOAPなどの配信形式で情報伝達者に一斉に配信。

情報伝達者は、連携システムやコモンズツール（ビューワ）により、Lアラートに参加する全ての情報発

信者からの情報を一定のフォーマットで効率的かつ迅速に受信することが可能。



3Ｌアラートの利用② （コモンズエディタとコモンズビューワ）

 コモンズエディタは、コモンズノードシステムに情報を発信するためのソフトウェア

• 情報種別ごとに作成されたExcel入力フォーム群

• コモンズノードシステムへの情報の送信及び送信済み情報が閲覧できる情報伝達エンジン
• 管理者向けの文書格納フォルダ管理機能

 コモンズビューワは、クライアントPCで受信情報を蓄積・検索・表示できるソフトウェア

＜コモンズエディタのイメージ＞ ＜コモンズビューワのイメージ＞

例えば、特定の市町村を
サービスエリアとするコミュ
ニティ放送事業者は、自ら
のパソコンで当該市町村を
検索・表示し、避難情報
やライフライン情報を入手
することが可能。



4都道府県別Ｌアラート運用状況

沖縄
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静岡

東京
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京都
兵庫

大阪

広島

香川

徳島愛媛
高知

大分

宮崎

島根

運用中・・・・ 46

準備中・・・・ 1

H30年度末 福岡県

平成29年８月28日運用開始

平成29年６月１日運用開始

平成29年４月１日運用開始

地方公共団体によるＬアラートの利用は、都道府県が
独自に構築している防災情報システムから、Ｌアラート
に情報発信を行っている。

平成30年５月１日運用開始



分類 団体名

情報発信者（８） 北海道（１７９市町村）、気象庁、北海道瓦斯(株)、東日本電信電話(株)、
NTTコミュニケーションズ(株)、(株)NTTドコモ、(株)KDDI、ソフトバンク(株)

特定情報伝達者（３２）

テレビ放送事業者（６） 日本放送協会、北海道放送(株)、札幌テレビ放送(株)、
北海道テレビ放送(株)、北海道文化放送(株)、(株)テレビ北海道

県域ラジオ放送事業者（３） (株)ＳＴＶラジオ、(株)エフエム北海道、(株)エフエムノースウェーブ

コミュニティ放送事業者（１６） (株)あいコミ、(株)エフエム小樽放送局、(株)エフエムおびひろ、
(株)ＦＭくしろ、(株)エフエムとよひら、ＦＭなかしべつ放送(株)、
(株)エフエムなかそらち、(株)エフエムもえる、(株)エフエムわっかない、
(株)おびひろ市民ラジオ、 (株)ねむろ市民ラジオ、(株)NobodyHurts、
函館山ロープウェイ(株)、室蘭まちづくり放送(株)、(株)らむれす、
(株)ラジオふらの

有線放送事業者（５） ニューデジタルケーブル(株)（苫小牧ケーブルテレビ）、
旭川ケーブルテレビ(株)、(株)ジェイコム札幌、
(株)ニューメディア函館センター、(株)帯広シティケーブル

新聞社・通信社（２） (株)十勝毎日新聞社、(株)北海道新聞社

一般情報伝達者（４） 新ひだか町、(株)ディージェーワールド、幌加内町、喜茂別町

一般協力事業者（２） パナソニックシステムネットワークス(株)、
(株)ビジョンストリーム

北海道におけるＬアラートの運用現状

北海道では、平成２６年７月から運用を開始。

平成３１年２月末現在、情報発信者は８者、情報伝達者は３６者（特定情報伝達者３２者、一般情報伝達者４者）、一般協力
事業者は２者。

（注１）道内の１７９の市町村は、北海道庁の総合行政情報ネットワークを介して情報発信が可能。
（注２）団体名は、北海道に支店等の拠点を置いている団体名を記載。
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8Ｌアラートによる情報発信が可能な団体

情報発信が可能な地方公共団体（1,727団体） ※平成30年11月末時点

都道府県
(46団体)

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

市町村
(1,681団体)

福岡県内市町村を除く全市町村

情報発信が可能な団体(118団体) ※平成30年11月末時点

交通事業者
（7団体）

佐渡汽船 東海旅客鉄道 奈良交通 西日本高速道路 沖縄都市ﾓﾉﾚｰﾙ 一般社団法人沖縄県バス協会 一般社団法人沖縄旅客協会

ライフライン
事業者等
(101団体)

北海道瓦斯 青森ｶﾞｽ 弘前ｶﾞｽ 仙台市ｶﾞｽ局 山形ｶﾞｽ 相馬ｶﾞｽ 福島ｶﾞｽ 桐生ｶﾞｽ 入間ｶﾞｽ 松栄ｶﾞｽ 大東ｶﾞｽ 秩父ｶﾞｽ 東彩ｶﾞｽ 日
高都市ｶﾞｽ 武州瓦斯 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ 昭島ｶﾞｽ 青梅ｶﾞｽ NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 東日本電信電話 西日本電信電話、NTTﾄﾞｺﾓ KDDI ｿﾌﾄ
ﾊﾞﾝｸ 角栄ｶﾞｽ 銚子瓦斯 東京ｶﾞｽ 東部瓦斯 一般社団法人日本ｶﾞｽ協会 越後天然ｶﾞｽ 柏崎市（ｶﾞｽ水道局） 蒲原瓦斯 佐渡瓦斯 新発田
ｶﾞｽ 高岡ｶﾞｽ 日本海ｶﾞｽ 小松ｶﾞｽ 越前ｴﾈﾗｲﾝ 東京ｶﾞｽ山梨 上田ｶﾞｽ 信州ｶﾞｽ 長野都市ｶﾞｽ 松本ｶﾞｽ 熱海瓦斯 伊東瓦斯 静岡ｶﾞｽ 下田ｶﾞｽ
犬山ｶﾞｽ 中部ｶﾞｽ 豊岡ｴﾈﾙｷﾞｰ 桜井ｶﾞｽ 大和ｶﾞｽ 新宮ｶﾞｽ 名張近鉄ｶﾞｽ 大阪瓦斯 河内長野ｶﾞｽ 長田野ｶﾞｽｾﾝﾀｰ 鳥取瓦斯 岡山ｶﾞｽ 津山
瓦斯 四国ｶﾞｽ 西部瓦斯 伊万里ｶﾞｽ 佐賀ｶﾞｽ 鳥栖ｶﾞｽ 南日本ｶﾞｽ 大分瓦斯 沖縄ｶﾞｽ 沖縄ｾﾙﾗｰ電話 等

その他
(10団体)

海上保安庁 第三管区海上保安本部 内閣府 国土交通省関東地方整備局 国土交通省北陸地方整備局 総務省信越総合通信局 国

立大学法人信州大学 鳥取県西部広域行政管理組合 鳥取県東部広域行政管理組合 鳥取中部ふるさと広域連合

※ このほか、国からＪアラート情報（国民保護情報）、気象関係情報の提供を受けて、Ｌアラートが配信を行っている。



9Ｌアラートを介した情報伝達

情報伝達が可能な団体 （758団体） ※平成30年11月末時点

地上波
テレビ

(128団体)

北海道放送 宮城ﾃﾚﾋﾞ放送 仙台放送 東日本放送 東北放送 福島中央ﾃﾚﾋﾞ ﾃﾚﾋﾞ埼玉 日本放送協会 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
ﾃﾚﾋﾞ新潟放送網 長野放送 信越放送 ﾃﾚﾋﾞ静岡 静岡放送 ﾃﾚﾋﾞ大阪 毎日放送 関西ﾃﾚﾋﾞ放送 朝日放送 讀賣ﾃﾚﾋﾞ放送 ｻﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 九州朝
日放送 ﾃﾚﾋﾞ大分 大分朝日放送 札幌ﾃﾚﾋﾞ放送 ﾃﾚﾋﾞ北海道 ﾃﾚﾋﾞ愛媛 愛媛朝日ﾃﾚﾋﾞ あいﾃﾚﾋﾞ 南海放送 北海道文化放送 日 本ﾃﾚﾋﾞ 北海
道ﾃﾚﾋﾞ放送 秋田放送 秋田ﾃﾚﾋﾞ 秋田朝日放送 山形放送 福島放送 ﾃﾚﾋﾞﾕｰ福島 新潟ﾃﾚﾋﾞ21 新潟総合ﾃﾚﾋﾞ 新潟放送
ﾃﾚﾋﾞ山梨 山梨放送 長野朝日放送 ﾃﾚﾋﾞ信州 静岡第一ﾃﾚﾋﾞ 静岡朝日ﾃﾚﾋﾞ 東海ﾃﾚﾋﾞ 中京ﾃﾚﾋﾞ 中部日本放送 名古屋ﾃﾚﾋﾞ ﾃﾚﾋﾞ愛知 三重ﾃ
ﾚﾋﾞ 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ RKB毎日放送 長崎放送 大分放送 ﾃﾚﾋﾞ新広島 日本海ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送 中国放送 山陰中央ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 山陰放送
TVQ九州放送 福岡放送 宮崎放送 高知放送 山形ﾃﾚﾋﾞ 京都放送 高知さんさんﾃﾚﾋﾞ ﾃﾚﾋﾞ高知 等

ラジオ
(242団体)

ラジオ福島 文化放送 ﾆｯﾎﾟﾝ放送 東海ﾗｼﾞｵ 大阪放送 ﾗｼﾞｵ関西 新潟県民ｴﾌｴﾑ 長野ｴﾌｴﾑ 静岡ｴﾌｴﾑ 三重ｴﾌｴﾑ 広島ｴﾌｴﾑ FMしま ばら ｴﾌ
ｴﾑ愛媛 ｴﾌｴﾑ愛知 ｴﾌｴﾑ仙台 ｴﾌｴﾑ秋田 ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ新潟 ｴﾌｴﾑ富士 ｴﾌｴﾑ滋賀 ｴﾌｴﾑ大分 FM802 横手ｺﾐｭﾆﾃｨFM放送 せ んだい泉ｴﾌｴﾑ
石巻ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 いわき市民ｺﾐｭﾆﾃｨ ｴﾌｴﾑ会津 喜多方ｼﾃｨｴﾌｴﾑ ｴﾌｴﾑ上越 柏崎ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 ｴﾌｴﾑ西東京 八ヶ岳ｺﾐｭ
ﾆﾃｨ放送 ながのｺﾐｭﾆﾃｨ放送 軽井沢ｴﾌｴﾑ放送 飯田ｴﾌｴﾑ放送 ｴﾌｴﾑしみず FM島田 京都ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 今治ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 中国ｺﾐｭﾆｪｰ ｼｮﾝﾈ
ｯﾄﾜｰｸ ｴﾌｴﾑひらかた ｴﾌｴﾑﾍﾞｲ ｴﾌｴﾑとおかまち ｴﾌｴﾑ雪国 あづみ野ｴﾌｴﾑ放送 ｴﾌｴﾑ佐久平 ｴﾌｴﾑぬまづ ｼﾃｨｴﾌｴﾑ静岡 富士
ｺﾐｭﾆﾃｨｴﾌｴﾑ放送 ｼﾃｨｴﾌｴﾑぎふ 福知山FM放送 やおｺﾐｭﾆﾃｨ放送 伊丹ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 ｴﾌｴﾑわいわい 姫路ｼﾃｨFM21 兵庫ｴﾌｴﾑ ｴﾌｴﾑ宮 崎 ｴ
ﾌｴﾑ東京 ｴﾌｴﾑ大阪 西宮ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 ｴﾌｴﾑﾅｯｸﾌｧｲﾌﾞ ﾍﾞｲｴﾌｴﾑ 日経ｴﾌｴﾑ社 中央ｴﾌｴﾑ ｴﾌｴﾑ宝塚 FMやんばる 等

CATV
(270団体)

気仙沼ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ あづみ野ﾃﾚﾋﾞ ｴﾙｼｰﾌﾞｲ 伊那ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ ｴｺｼﾃｨｰ・駒ヶ岳 ﾃﾚﾋﾞ松本ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 上田ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 飯田ｹｰﾌﾞ
ﾙﾃﾚﾋﾞ 佐久ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 御前崎ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 小林ﾃﾚﾋﾞ設備 大垣ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ BAN-BANﾈｯﾄﾜｰｸｽ 倉敷ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ ﾊｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 佐伯
大分ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 日田市（水郷TV） 愛媛CATV 宇和島ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ可児 秋田ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ新潟ｾﾝﾀｰ ｴﾇ･
ｼｨ･ﾃｨ 佐渡ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 日本ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 蕨ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 山梨CATV 峡西ｼｰｴｰﾃｰﾌﾞｲ ﾃﾚﾋﾞ北信ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ ｲﾝ
ﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｺﾐｭﾆﾃｨ 信州ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 蓼科ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 飛騨高山ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ鈴鹿 ｼ゙ｭﾋ゚ﾀｰﾃﾚｺ
ﾑ-関西 姫路ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 東広島ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ 今治ｼｰｴｰﾃｨｰﾌﾞｨ 四国中央ﾃﾚﾋﾞ 長崎ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ島原 等

新聞等
(60団体)

新潟日報社 静岡新聞 中国新聞 愛媛新聞 大分合同新聞 読売新聞長野支局 朝日新聞静岡総局 秋田魁新報社 中日新聞 神戸新聞 中日
新聞長野支局 長野日報 信濃毎日新聞 山梨日日新聞社 毎日新聞高知支局 上毛新聞社 産業経済新聞社 共同通信社 等

ポータル等
(23団体)

ﾔﾌｰ LINE  ﾌｧｰｽﾄﾒﾃﾞｨｱ ｱｰﾙｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝ radiko  NTTﾚｿﾞﾅﾝﾄ ﾌｭｰﾁｬｰﾘﾝｸﾈｯﾄﾜｰｸ ｹﾞﾋﾙﾝ ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ 等

サイネージ
（7団体）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 日立ｹｰｲｰｼｽﾃﾑｽﾞ ﾌﾞｲｼﾝｸ ﾃﾞｨｰｼﾞｪｰﾜｰﾙﾄﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ ｺｺﾛﾌﾟﾗﾝ （株）ﾃﾚﾋﾞ松本ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ

地方
公共団体
（30団体）

北海道幌加内町、北海道新ひだか町、岩手県矢巾町、岩手県大槌町、秋田県、栃木県上三川町、栃木県鹿沼市、東京都、東京都渋谷区、 神
奈川県、神奈川県川崎市、神奈川県海老名市、神奈川県藤沢市、山梨県、山梨県甲府市、山梨県笛吹市、長野県長野市、長野県松川町、 滋
賀県大津市、大阪府枚方市、兵庫県加古川市、和歌山県、広島県東広島市、山口県、愛媛県、愛媛県今治市、愛媛県宇和島市、高知県須 崎
市、高知県中土佐町、高知県四万十町



10Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（全国①）



11Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（全国②）



12Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（地域①）



14Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（地域②）



16Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（地域③）



17Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（地域④）



18Ｌアラート情報を活用した防災アプリ一覧（地域⑤）


