
民間企業等の一覧

○緊急地震速報を配信している事業者を通じた調査結果（一部国の機関を含む）

○「緊急地震速報の周知・広報及び利活用推進関係省庁連絡会議」を構成する省庁等を通じた調査結果

内閣府

金融庁

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）

一般社団法人 沖縄旅客船協会、沖縄港運協会、沖縄港湾福利厚生協会
鉄道事業 沖縄都市モノレール株式会社

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）
金融商品取引清算機関 株式会社日本証券クリアリング機構
金融商品取引所等 株式会社日本取引所グループ（東京証券取引所ビル、大阪証券取引所ビル）、証券会員

制法人札幌証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人福岡証券取引所
一般社団法人日本資金決済
業協会

一般社団法人日本資金決済業協会、株式会社トイカード、株式会社クオカード、ウエスタ
ンユニオンジャパン株式会社、株式会社マネーパートナーズ

銀行・信託銀行 ジャパンネット銀行、ソニー銀行、イオン銀行、兆豐國際商業銀行、バンコック銀行、ブラジ
ル銀行、ＳＢＪ銀行、ｱｲｴﾇｼﾞｰﾊﾞﾝｸｴﾇ･ｳﾞｲ、韓国産業銀行、彰化商業銀行、ウェルズ・
ファーゴ銀行、第一商業銀行、農林中央金庫、ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、あおぞら信託
銀行、農中信託銀行、プルデンシャル信託、七十七銀行、北都銀行、東邦銀行、千葉興
業銀行、東京都民銀行、横浜銀行、八十二銀行、富山銀行、福井銀行、大垣共立銀行、
十六銀行、三重銀行、広島銀行、阿波銀行、伊予銀行、四国銀行、肥後銀行、琉球銀行、
沖縄銀行、大東銀行、栃木銀行、八千代銀行、長野銀行、富山第一銀行、静岡中央銀
行、中京銀行、大正銀行、島根銀行、福岡中央銀行、長崎銀行、熊本銀行、豊和銀行、南
日本銀行

緊急地震速報訓練（平成28年11月4日）を実施する機関等の一覧
平成28年11月4日現在

三菱日立パワーシステムズ(株) 日立工場、株式会社かなめ技術開発、国立研究開発法人理化学研究所和光事業所、
株式会社センチュリー、愛知工業大学地域防災研究センター、関東地方整備局甲府河川国道事務所、南海電設株式
会社、中日本高速道路（株）東京支社、ストラテジー株式会社、カヤバシステムマシナリー株式会社三重工場、株式会社
ニチレイフーズ船橋工場、株式会社ＴＡＯソリューションズ、学校法人三幸学園、ぽけっとランド西蒲田保育園、株式会社
ジーテクト（羽村事業所、埼玉工場）、ほっぺるランド（板橋徳丸、神楽坂）、日水物流株式会社（川崎物流センター、大津
物流センター、伊丹物流センター）、清教学園中・高等学校、株式会社アライドテック、御坊市立湯川中学校、リアルタイ
ム地震・防災情報利用協議会、関西電力株式会社黒四管理事務所、三越伊勢丹ホールディングス、小田原市消防本
部、安全・安心サポート株式会社、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、放射線医学総合研究所、南海電
設株式会社、四日市あすなろう鉄道株式会社、イビデン株式会社衣浦事業場、イビデン樹脂（株）衣浦工場、シンフォニ
アテクノロジー(株)（豊橋製作所、伊勢製作所、鳥羽工場）、株式会社ドリームウェア、日吉斉藤クリニック、社会福祉法
人あすみ福祉会、茶々かきのきだい保育園、横浜ＴＨビル、福地国際特許事務所、福寿船舶株式会社、アルプス電気
株式会社仙台開発センター、土佐小学校、みつば保育園、日本体育大学、ＯＢＡＲＡ株式会社、富士市立大淵第二小学
校、医療法人社団五色会、もとしろ認定こども園、山梨県庁、株式会社テックプランニング、財務省、苫小牧埠頭株式会
社、国際石油開発帝石株式会社、関東電化工業株式会社渋川工場、ＪＡ三重ビル（本館、別館）、全農新宿ビル、大高
精工株式会社、YKKAP株式会社、YKKAP株式会社中国支社、YKKAP株式会社北海道工場、日本板硝子株式会社技
術研究所、熊本高等専門学校熊本キャンパス、埼玉県央広域消防本部、一般社団法人静岡県農業会館、静岡ガスエ
ネルギー株式会社、静岡英和女学院高等学校、静清保険代弁株式会社、三島信用金庫（本部、伊東営業部、下田中央
支店）、学校法人広幡学園広幡こども園、藤枝商工会議所、竹田サンテック株式会社、たかくさ保育園、藤枝保育園、日
本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社、若杉幼稚園、宮崎部品株式会社、東洋合成工業株式会社市川工
場、学校法人昭和幼稚園、三田かしのみ保育園、三菱マテリアル株式会社堺工場、オリンパス株式会社、国立大学法
人大阪教育大学附属特別支援学校、国土交通省国土地理院、専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪、東洋合
成工業株式会社感光材研究所、合名会社寒梅酒造、東海コンクリート株式会社、日本道路株式会社道央営業所、日本
耐酸壜工業株式会社、有限会社鹿児島事務機商会、ニチアス株式会社浜松研究所、南西石油株式会社、神奈川芸術
劇場、鳥取部品株式会社、一般財団法人油脂工業会館、静岡部品株式会社、矢崎エナジーシステム株式会社富士工
場、矢崎部品株式会社栃木工場、有限会社タカ･ゴルフプラン、日本ハム食品株式会社関西プラント、三菱化学筑波事
業所／三菱樹脂筑波工場、株式会社ジ－テクト滋賀工場、プレス工業株式会社川崎工場、明陽電機株式会社、有料老
人ホームサンリッチ三島、泉ヶ丘幼稚園、株式会社蒲郡防災、株式会社フジチュウ、株式会社土井酒造場、リンナイ株
式会社暁工場、東邦化学工業株式会社、横浜市消防局、文化学園府中国際学生会館、電源開発株式会社松浦火力発
電所、株式会社三井ハイテック熊本事業所、埼玉栄中学・高等学校、・医療法人嘉誠会介護老人保健施設ヴァンサン
ク、紀北工業高校、埼玉県立所沢西高校、株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム、中日本高速道路（株）名古屋支社、JFE
コンテイナー（株）川崎工場、JFEアドバンテック（株）、宇部興産（株）千葉石油化学工場



総務省

外務省

証券・投資会社 富国生命投資顧問株式会社、株式会社ウィズ・パートナーズ、大和リアル・エステート・ア
セット・マネジメント(株)、あおぞら投信(株)、キャピタルアセットマネジメント(株)、ゴールドマ
ン・サックス・アセット・マネジメント(株)、ニッセイリアルティマネジメント(株)、株式会社
efx.com証券、岡安商事株式会社、ＪＦＸ株式会社、セントラル短資ＦＸ株式会社、株式会社
ＡＦＴ、ヒロセ通商株式会社、株式会社ＦＸトレード・フィナンシャル

日本証券業協会 あおぞら証券株式会社、ウェルズ・ファーゴ証券株式会社、永和証券株式会社、エース証
券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、三晃証券株式会社、東海東京証券株式会社、東岳証
券株式会社、長野證券株式会社、日産証券株式会社、日の出証券株式会社、百五証券
株式会社、株式会社フジトミ、益茂証券株式会社、株式会社マネーパートナーズ、三津井
証券株式会社

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）
独立行政法人

信用金庫 伊達信用金庫、遠軽信用金庫、東奥信用金庫、羽後信用金庫、山形信用金庫、石巻信用
金庫、仙南信用金庫、会津信用金庫、烏山信用金庫、結城信用金庫、館山信用金庫、川
崎信用金庫、朝日信用金庫、小松川信用金庫、足立成和信用金庫、昭和信用金庫、飯田
信用金庫、氷見伏木信用金庫、石動信用金庫、北陸信用金庫、興能信用金庫、福井信用
金庫、三島信用金庫、富士信用金庫、豊川信用金庫、尾西信用金庫、滋賀中央信用金
庫、湖東信用金庫、京都中央信用金庫、永和信用金庫、新宮信用金庫、日新信用金庫、
淡路信用金庫、但陽信用金庫、日本海信用金庫、備前信用金庫、しまなみ信用金庫、東
山口信用金庫、徳島信用金庫、阿南信用金庫、川之江信用金庫、幡多信用金庫、福岡ひ
びき信用金庫、飯塚信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、熊本第一信用金庫、熊
本中央信用金庫、延岡信用金庫、高鍋信用金庫、鹿児島信用金庫、世田谷信用金庫

労働金庫 東海労働金庫、四国労働金庫

独立行政法人国際協力機構東北支部

漁業協同組合、農業協同組
合

農林中央金庫、北海道信用漁業協同組合連合会、茨城県信用漁業協同組合連合会、石
川県信用漁業協同組合連合会、愛知県信用漁業協同組合連合会、三重県信用漁業協同
組合連合会、鳥取県信用漁業協同組合連合会、香川県信用漁業協同組合連合会、愛媛
県信用漁業協同組合連合会、佐賀県信用漁業協同組合連合会、鹿児島県信用漁業協同
組合連合会、茨城県信用農業協同組合連合会、埼玉県信用農業協同組合連合会、東京
都信用農業協同組合連合会、福井県信用農業協同組合連合会、静岡県信用農業協同組
合連合会、三重県信用農業協同組合連合会、滋賀県信用農業協同組合連合会、和歌山
県信用農業協同組合連合会、鳥取県信用農業協同組合連合会、山口県信用農業協同組
合連合会、佐賀県信用農業協同組合連合会

保険会社、保険協会 エース損害保険株式会社(10月1日以降Chubb損害保険株式会社に商号変更。）、アリア
ンツ火災海上保険(株)、アトラディウス信用保険会社、カーディフ損害保険会社、ゼネラリ
保険会社、ロイズ・ジャパン株式会社、ニューインディア保険会社、スター・インデムニティ・
アンド・ライアビリティ・カンパニー、スイス再保険会社、スイス・リー・インターナショナル保
険会社、チューリッヒ保険会社、外国損害保険協会、アクサ生命保険株式会社、アフラック
（アメリカンファミリー）、カーディフ生命保険会社、ソニーライフ･エイゴン生命保険株式会
社、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、太陽生
命保険株式会社、ﾁｭｰﾘｯﾋ・ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、日本生命保険相互会社、富国生命
保険相互会社、マスミューチュアル生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社、メ
ディケア生命保険株式会社、一般社団法人生命保険協会、あいおいニッセイ同和損保、
SBI損保、共栄火災、大同火災、日本地震、一般社団法人　日本損害保険代理業協会、
イーペット少額短期保険株式会社、株式会社FIS、株式会社サン・ライフ・ファミリー、セー
フティージャパン・リスクマネジメント株式会社、一般社団法人　日本少額短期保険協会

信用組合 全国信用協同組合連合会、函館商工信用組合、釧路信用組合、杜陵信用組合、岩手県
医師信用組合、仙北信用組合、会津商工信用組合、茨城県信用組合、那須信用組合、あ
かぎ信用組合、ぐんまみらい信用組合、埼玉県医師信用組合、東浴信用組合、東京厚生
信用組合、甲子信用組合、神奈川県医師信用組合、横浜中央信用組合、信用組合横浜
華銀、新潟縣信用組合、新栄信用組合、三條信用組合、富山県医師信用組合、福井県医
師信用組合、愛知県医師信用組合、愛知県中央信用組合、岐阜商工信用組合、三重県
職員信用組合、京滋信用組合、成協信用組合、中央信用組合、毎日信用組合、兵庫県警
察信用組合、兵庫県医療信用組合、兵庫県信用組合、和歌山県医師信用組合、両備信
用組合、山口県信用組合、香川県信用組合、土佐信用組合、宿毛商銀信用組合、福岡県
医師信用組合、福岡県南部信用組合、佐賀西信用組合、長崎三菱信用組合、宮崎県南
部信用組合、鹿児島興業信用組合、鹿児島県医師信用組合、群馬県信用組合協会、千
葉県信用組合協会、新潟県信用組合協会

信用保証協会 宮城県信用保証協会、東京信用保証協会、横浜市信用保証協会、川崎市信用保証協
会、山梨県信用保証協会、長野県信用保証協会、兵庫県信用保証協会、奈良県信用保
証協会、広島県信用保証協会、香川県信用保証協会、徳島県信用保証協会、佐賀県信
用保証協会、大分県信用保証協会、宮崎県信用保証協会、全国信用保証協会連合会

参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）
独立行政法人 独立行政法人統計センター、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
電気通信事業者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社

関連団体等の分野又は名称



財務省

経済産業省

国土交通省

株式会社等 株式会社合同資源、太陽石油株式会社、新生紙パルプ商事(株)、(株)平岡、国際紙パル
プ商事(株)、新東海製紙(株)島田工場、セッツカートン株式会社、(株)東邦アーステック、太
陽石油株式会社 、富士石油株式会社 、西部石油株式会社山口製油所 東燃ゼネラル石
油株式会社 、キグナス石油株式会社 、昭和四日市石油(株)四日市製油所 、東亜石油株
式会社京浜製油所 、東京ガス株式会社防災・供給部 、大阪ガス株式会社 、東邦ガス株
式会社 、株式会社中山鉄工所 、ホーコス株式会社 、株式会社大井製作所 、王子ネピア
株式会社福島工場 、王子マテリア株式会社（日光工場、祖父江工場、大分工場） 、 王子
製紙(株)苫小牧工場 、ＪＦＥコンテイナー株式会社川崎工場 、日鉄住金ドラム株式会社 、
山陽ドラム缶工業株式会社 、(株)長尾製缶所（本社工場、千葉工場、東京営業所） 、阪和
興業(株) 、産業振興(株) 、西日本電線株式会社 、(株)宇部スチール 、(株)トーカイ 、株式
会社ダイヤメット 、福田金属箔粉株式会社 、株式会社光明製作所 、株式会社清水合金
製作所 、ワシノ機器株式会社 、中外国島株式会社 、株式会社クインスタイル 、株式会社
東京ベルダム 、(株)シーエーエー東北会場 、(株)日産ユーズドカーセンター（名古屋会
場、大阪会場） 、荒井商事(株)仙台会場 、(株)上田商会後志工場 、日勝レミコン(株) 、十
勝生コンクリート(株) 、株式会社リンレイ 、アトミクス株式会社 、株式会社ソーラー 、山一
化学工業株式会社 、ジャパンコーテイングレジン(株) 、田岡化学工業株式会社 、旭硝子
株式会社（関西工場尼崎事業所、関西工場高砂事業所、相模工場、商品開発研究所） 、
旭ファイバーグラス(株) 、日本ヒューム株式会社 、株式会社トクヤマ徳山製造所 、昭和電
工セラミックス株式会社 、細谷火工(株)菅生工場 、セイカグループ 、昭和電工ｾﾗﾐｯｸｽ
(株)富山工場 、丸富有限会社 、（株）末吉ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ製作所

（一社）全国LPガス協会 （一社）全国LPガス協会、（一社）青森県エルピーガス協会、（一社）岩手県高圧ガス保安
協会、（一社）茨城県高圧ガス保安協会、（一社）群馬県ＬＰガス協会、（一社）神奈川県ＬＰ
ガス協会、（一社）新潟県ＬＰガス協会、（一社）山梨県エルピーガス協会、（一社）福井県Ｌ
Ｐガス協会、（一社）徳島県ＬＰガス協会、エネジン株式会社、小池化学株式会社、静岡ガ
スエネルギー㈱、東上ガス株式会社、東邦液化ガス株式会社、株式会社花川エネルギー
センター、株式会社ミトレン

独立行政法人 独立行政法人国立印刷局（本局、研究所、研修センター、東京工場、王子工場、小田原工
場、静岡工場、彦根工場、岡山工場）、独立行政法人造幣局（本局、さいたま支局、広島
支局）

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）

所管法人 全国たばこ販売協同組合連合会、全国たばこ耕作組合中央会
関係民間団体 全国卸売酒販組合中央会、ビール酒造組合、全国納税貯蓄組合連合会、一般社団法人

全国青色申告会総連合、日本税理士会連合会、公益財団法人納税協会連合会、納税協
会（83か所）

医療施設 国家公務員共済組合連合会水府病院

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）

ホテル・旅館 国家公務員共済組合連合会びわこ保養所

株式会社センチュリー

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）
一般法人 一般財団法人工業所有権電子情報化センター、（一社）日本フィットネス産業協会、（一

社）日本ゴルフ場経営者協会、（一社）日本コールセンター協会、日本LPガスプラント協
会、一般社団法人全国石油協会、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会、一
般財団法人マイクロマシンセンター、一般社団法人日本専門店協会、一般社団法人日本
鋳鍛鋼会、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会、一般社団法人日本オート
オークション協議会、一般財団法人ファインセラミックスセンター

協同組合等 全日本葬祭業協同組合連合会、全国学習塾協同組合、全国石油商業組合連合会、全国
石油業共済協同組合連合会、石川県中古自動車販売商工組合ＪＵ石川会館、熊本県中
古自動車販売商工組合

独立行政法人 独立行政法人製品評価技術基盤機構
公益法人 （公社）日本ブライダル文化振興協会

予報業務許可事業者

一般法人 一般社団法人全国個人タクシー協会、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会
公益法人 公益社団法人全日本トラック協会

指定公共機関 独立行政法人水資源機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

高速道路 東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路（株）、首都高速道路（株）、
阪神高速道路（株）、本州四国連絡高速道路（株）、名古屋高速道路公社、広島高速道路
公社、福岡北九州高速道路公社

空港ターミナルビル 成田国際空港（株） 仙台国際空港株式会社、岩国空港ビル（株）、高知空港ビル（株）、熊
本空港ビルディング（株）、鹿児島空港ビルディング（株）、那覇空港ビルディング（株）



気象庁

海上保安庁

環境省
関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）

国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人環境再生保全機構

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）

一般社団法人日本倉庫協会

田中倉庫運輸（株）、日水物流（株）川崎物流センター、清水倉庫（株）江尻事業所、（株）カ
ネヤマ水産、（株）チルコ、協同組合東京大井コールドプラザ、五十嵐冷蔵株式会社

鉄道事業者、軌道事業者 函館市企業局交通部、仙台市交通局、八戸臨海鉄道株式会社、秋田内陸縦貫鉄道株式
会社、秋田臨海鉄道株式会社、由利高原鉄道株式会社、ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社、
福島臨海鉄道株式会社、会津鉄道株式会社、弘南鉄道株式会社、津軽鉄道株式会社、
一般財団法人青函トンネル記念館、アルピコ交通株式会社、関西電力株式会社、富山地
方鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、関東鉄道、ひたち
なか海浜鉄道株式会社、真岡鐵道株式会社、上毛電気鉄道株式会社、上信電鉄、わたら
せ渓谷鐵道株式会社、銚子電気鉄道株式会社、いすみ鉄道株式会社、東京臨海高速鉄
道、芝山鉄道株式会社、東京モノレール、湘南モノレール、千葉都市モノレール株式会
社、埼玉新都市交通株式会社、山万株式会社、株式会社ゆりかもめ、株式会社横浜シー
サイドライン、筑波観光鉄道株式会社、成田高速鉄道アクセス(株)、岳南電車株式会社、
静岡鉄道株式会社、大井川鐡道株式会社、遠州鉄道株式会社、豊橋鉄道株式会社、四
日市あすなろう鉄道株式会社、伊勢鉄道株式会社、伊賀鉄道株式会社、西濃鉄道株式会
社、樽見鉄道株式会社、養老鉄道株式会社、明知鉄道株式会社、福井鉄道株式会社、え
ちぜん鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道
株式会社、阪堺電気軌道株式会社、大阪高速鉄道株式会社、神戸新交通株式会社、近
江鉄道株式会社、北神急行電鉄株式会社、WILLER　TRAINS株式会社、和歌山電鐵株式
会社、広島電鉄株式会社、智頭急行株式会社、広島高速交通株式会社、阿佐海岸鉄道
株式会社、高松琴平電気鉄道株式会社、四国ケーブル株式会社、西日本鉄道株式会
社、甘木鉄道株式会社、くま川鉄道株式会社、福岡市交通局、熊本市交通局、松浦鉄道
株式会社、沖縄都市モノレール株式会社

一般財団法人海上災害防止センター

一般社団法人日本冷蔵倉庫
協会
全国トラックターミナル協会 北海道トラックターミナル（株）、広島市流通センター（株）

博多港開発・ササキコーポレーション共同事業体、マリゾン・博多湾環境整備共同事業
体、宮崎臨海公園

一般社団法人航空貨物運送
協会

株式会社アルファグローバルロジスティクス

所管法人

港湾関係者、港湾管理者

日本通運㈱北見支店 、北海道共通サービス（株）、東磐運送（株）、宮城県倉庫協会、東
邦運輸倉庫（株）、京極運輸商事（株）、国際埠頭（株）、小林運送（株）、トナミ首都圏物流
（株）、秋元運輸倉庫（株）（芝浦営業所、臨港営業所）、東京倉庫運輸（株） 総務部、東陽
倉庫（株）東京営業部、平田倉庫（株）（本社、東京支店）、滋賀県倉庫協会、伏見倉庫株
式会社、伊藤忠ロジスティクス（株）物流センター第二部東大阪事務所、（株）日陸大阪物
流センター、三井倉庫（株）関西支社管理部管理課、（株）辰巳商会（本社（倉庫部）、安治
川営業所、三突営業所、南港流通ｾﾝﾀｰ、南港外貿ターミナル、南港中営業所、堺営業
所、汐見営業所、神戸営業所、岡山営業所、玉島営業所、四国営業所）、大阪倉庫協会、
シンコーケミカル・ターミナル株式会社、（株）九州日新、（株）博運社、株式会社有村倉
庫、東海運（株）マリンピア営業所、結城運輸倉庫（株）

株式会社ドリームウェア、株式会社かなめ技術開発、株式会社センチュリー、（学）名古屋
電気学園、ストラテジー株式会社、リアルタイム地震・防災情報利用協議会、安全・安心サ
ポート株式会社

新日本海フェリー株式会社新潟支店、新日本海フェリー株式会社敦賀支店、四国開発フェ
リー（株）、オーシャントランス(株)、やまさ海運(株)大牟田営業所、九州郵船(株)、呼子海
運(株)、五島市観光物産課港湾管理事務所、五島市奈留支所地域振興課、新上五島町
（有川港ターミナルビル）、九州商船(株)、(株)五島産業汽船、鯨賓館、(株)HAMA、新上五
島観光物産協会、壱岐市（九州郵船(株)壱岐支店　郷ノ浦港郷ノ浦フェリーターミナル）、
壱岐市（壱岐海陸運送(株)　印通寺港印通寺フェリーターミナル）、姫島村、宮崎カーフェ
リー(株)

ホテル・旅館 一般社団法人日本旅館協会、ジャパニーズイングループ

旅客船ターミナル

関連団体等の分野又は名称 参加機関（公表の同意をいただいた会社、団体）

予報業務許可事業者

公益社団法人日本水難救済
会

兵庫県水難救済会但馬救難所、兵庫県水難救済会西宮地区第二救難所、兵庫県水難救
済会竹野救難所、宮崎県水難救済会

一般財団法人海上災害防止
センター



○中央省庁及び地方支分部局等

「緊急地震速報の周知・広報及び利活用推進関係省庁連絡会議」を構成する省庁等を通じた調べ

総務省 北海道管区行政評価局、北海道管区行政評価局函館行政評価分室、北海道管区行政評
価局旭川行政評価分室、北海道管区行政評価局釧路行政評価分室、東北管区行政評価
局、青森行政評価事務所、岩手行政評価事務所、秋田行政評価事務所、山形行政評価
事務所、福島行政評価事務所、茨城行政評価事務所、栃木行政評価事務所、群馬行政
評価事務所、神奈川行政評価事務所、新潟行政評価事務所、山梨行政評価事務所、長
野行政評価事務所、中部管区行政評価局、富山行政評価事務所、石川行政評価事務
所、岐阜行政評価事務所、静岡行政評価事務所、三重行政評価事務所、近畿管区行政
評価局、福井行政評価事務所、滋賀行政評価事務所、京都行政評価事務所、兵庫行政
評価事務所、奈良行政評価事務所、和歌山行政評価事務所、中国四国管区行政評価
局、鳥取行政評価事務所、島根行政評価事務所、岡山行政評価事務所、四国行政評価
支局、徳島行政評価事務所、愛媛行政評価事務所、高知行政評価事務所、九州管区行
政評価局、佐賀行政評価事務所、長崎行政評価事務所、熊本行政評価事務所、大分行
政評価事務所、宮崎行政評価事務所、鹿児島行政評価事務所、沖縄行政評価事務所、
関東総合通信局、北陸総合通信局、中国総合通信局、情報通信政策研究所、統計局、統
計研修所

法務省 東京法務局、千葉地方法務局、前橋地方法務局、高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太
田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局、渋川出張所、甲府地方法務局、大阪法務
局、名古屋法務局、春日井支局、津島支局、一宮支局、半田支局、岡崎支局、刈谷支局、
豊田支局、西尾支局、豊橋支局、新城支局、熱田出張所、名東出張所、豊川出張所、山
口地方法務局、周南支局、萩支局、岩国支局、下関支局、宇部支局、柳井出張所、岡山
地方法務局、岡山西出張所、備前支局、倉敷支局、笠岡支局、高梁支局、津山支局、福
岡法務局、久留米支局、柳川支局、八女支局、北九州支局、札幌矯正管区、札幌刑務
所、札幌刑務支所、札幌拘置支所、室蘭拘置支所、網走刑務所、月形刑務所、札幌少年
鑑別所、釧路少年鑑別所、新潟刑務所佐渡拘置支所、赤城少年院、金沢刑務所七尾拘
置支所、笠松刑務所、名古屋拘置所半田拘置支所、湖南学院、宮川医療少年院、金沢少
年鑑別所、津少年鑑別所、矯正研修所大阪支所、京都刑務所、神戸刑務所、加古川刑務
所、姫路少年刑務所、奈良少年刑務所、大阪拘置所、神戸拘置所、和泉学園・泉南学
寮、加古川学園・播磨学園、大津少年鑑別所、京都少年鑑別所、広島矯正管区、矯正研
修所広島支所、松江刑務所、岩国刑務所、広島拘置所、松江少年鑑別所、徳島刑務所、
松山刑務所、高知刑務所、丸亀少女の家、松山学園、高松少年鑑別所、福岡矯正管区、
麓刑務所、熊本刑務所、京町拘置支所、八代拘置支所、鹿児島刑務所大島拘置支所、佐
賀少年刑務所、筑紫少女苑、人吉農芸学院、佐賀少年鑑別所、那覇少年鑑別所、函館保
護観察所、金沢保護観察所、近畿地方更生保護委員会、熊本保護観察所、宮崎保護観
察所、東日本入国管理センター、大村入国管理センター、札幌入国管理局、仙台入国管
理局、東京入国管理局、東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支
局、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局、名古屋入国管理局中部空港支局、
大阪入国管理局、大阪入国管理局関西空港支局、大阪入国管理局神戸支局、広島入国
管理局、高松入国管理局、福岡入国管理局、福岡入国管理局那覇支局

警察庁 東北管区警察局、岩手県警察、宮城県警察、秋田県警察、関東管区警察局、栃木県警
察、千葉県警察、静岡県警察、中部管区警察局、石川県警察、福井県警察、三重県警
察、近畿管区警察局、滋賀県警察、京都府警察、中国管区警察局、鳥取県警察、島根県
警察、岡山県警察、広島県警察、山口県警察、四国管区警察局、徳島県警察、愛媛県警
察、高知県警察本部、九州管区警察局、福岡県警察、佐賀県警察、長崎県警察、熊本県
警察、大分県警察、宮崎県警察、鹿児島県警察

消防庁消防庁

内閣府 沖縄総合事務局本局、沖縄総合事務局宮古財務出張所、沖縄総合事務局八重山財務出
張所、那覇農林水産センター、名護農林水産センター、宮古島農林水産センター、石垣農
林水産センター、土地改良総合事務所、伊江農業水利事業所、宮古伊良部農業水利事
業所、石垣島農業水利事業所、沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所、沖縄総合事
務局北部国道事務所、沖縄総合事務局南部国道事務所、沖縄総合事務局那覇港湾・空
港整備事務所、沖縄総合事務局平良港湾事務所、沖縄総合事務局石垣港湾事務所、沖
縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所、沖縄総合事務局陸運事務所、沖縄総合事務局
宮古運輸事務所、沖縄総合事務局八重山運輸事務所



北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、中部経済産
業局北陸支局、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局、
北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部東北支部、関東東北産業保安監督
部、中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部近畿支部、中国四国産業保安
監督部、中国四国産業保安監督部四国支部、九州産業保安監督部、那覇産業保安監督
事務所

財務省 北海道財務局旭川財務事務所、北海道財務局小樽出張所、東北財務局盛岡財務事務
所、東北財務局秋田財務事務所、関東財務局、関東財務局水戸財務事務所、関東財務
局宇都宮財務事務所、関東財務局前橋財務事務所、関東財務局千葉財務事務所、関東
財務局東京財務事務所、関東財務局横浜財務事務所、関東財務局新潟財務事務所、関
東財務局甲府財務事務所、関東財務局長野財務事務所、関東財務局東京財務事務所立
川出張所、関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所、関東財務局水戸財務事務所筑波
出張所、北陸財務局、北陸財務局福井財務事務所、東海財務局、東海財務局静岡財務
事務所、東海財務局津財務事務所、東海財務局静岡財務事務所沼津出張所、近畿財務
局、近畿財務局京都財務事務所、近畿財務局神戸財務事務所、近畿財務局奈良財務事
務所、近畿財務局和歌山財務事務所、近畿財務局大津財務事務所、近畿財務局京都財
務事務所舞鶴出張所、中国財務局鳥取財務事務所、中国財務局山口財務事務所、中国
財務局倉敷出張所、中国財務局下関出張所、四国財務局、四国財務局　徳島財務事務
所、四国財務局　松山財務事務所、四国財務局　高知財務事務所、九州財務局、九州財
務局大分財務事務所、九州財務局宮崎財務事務所、九州財務局鹿児島財務事務所、九
州財務局鹿児島財務事務所名瀬出張所、福岡財務支局、福岡財務支局佐賀財務事務
所、福岡財務支局長崎財務事務所、福岡財務支局小倉出張所、福岡財務支局佐世保出
張所、長崎税関、沖縄地区税関、東京税関、関東信越国税局

経済産業省

国土交通省 東京航空局三沢空港事務所、東京航空局東京空港事務所、東京航空局成田空港事務
所、東京航空局青森空港出張所、秋田空港・航空路監視レーダー事務所、東京航空局釧
路航空路監視レーダー事務所、大阪航空局、大阪航空局小松空港事務所、大阪航空局
中部空港事務所、大阪航空局大阪空港事務所、大阪航空局関西空港事務所、大阪航空
局広島空港事務所、大阪航空局徳島空港事務所、大阪航空局高松空港事務所、大阪航
空局高知空港事務所、大阪航空局福岡空港事務所、大阪航空局北九州空港事務所、大
阪航空局長崎空港事務所、大阪航空局熊本空港事務所、大阪航空局鹿児島空港事務
所、大阪航空局那覇空港事務所、大阪航空局富山空港出張所、大阪航空局神戸空港出
張所、大阪航空局奄美空港出張所、大阪航空局下地島空港出張所、大阪航空局石垣空
港出張所、大阪航空局宮古空港・航空路監視レーダー事務所、大阪航空局平田航空路
監視レーダー事務所、大阪航空局神戸航空衛星センター、那覇航空交通管制部、北海道
運輸局、北海道運輸局札幌運輸支局、北海道運輸局函館運輸支局、北海道運輸局旭川
運輸支局本庁舎、北海道運輸局旭川運輸支局稚内庁舎、北海道運輸局室蘭運輸支局本
庁舎、北海道運輸局室蘭運輸支局入江庁舎、北海道運輸局室蘭運輸支局苫小牧海事事
務所、北海道運輸局帯広運輸支局、北海道運輸局釧路運輸支局、北海道運輸局北見運
輸支局、東北運輸局、東北運輸局青森運輸支局、東北運輸局八戸自動車検査登録事務
所、東北運輸局八戸海事事務所、東北運輸局岩手運輸支局、東北運輸局岩手運輸支局
（宮古庁舎）、東北運輸局宮城運輸支局、東北運輸局気仙沼海事事務所、東北運輸局石
巻海事事務所、東北運輸局秋田運輸支局、東北運輸局山形運輸支局、東北運輸局山形
運輸支局（酒田庁舎）、東北運輸局庄内自動車検査登録事務所、東北運輸局福島運輸支
局、東北運輸局福島運輸支局（小名浜庁舎）、北陸信越運輸局、北陸信越運輸局新潟運
輸支局、北陸信越運輸局長岡自動車検査登録事務所、北陸信越運輸局長野運輸支局、
北陸信越運輸局松本自動車検査登録事務所、北陸信越運輸局富山運輸支局、北陸信越
運輸局石川運輸支局、中部運輸局、中部運輸局愛知運輸支局、中部運輸局西三河自動
車検査登録事務所、中部運輸局小牧自動車検査登録事務所、中部運輸局豊橋自動車検
査登録事務所、中部運輸局静岡運輸支局本庁舎、中部運輸局静岡運輸支局清水庁舎、
中部運輸局沼津自動車検査登録事務所、中部運輸局浜松自動車検査登録事務所、中部
運輸局下田海事事務所、中部運輸局岐阜運輸支局、中部運輸局飛騨自動車検査登録事
務所、中部運輸局三重運輸支局本庁舎、中部運輸局三重運輸支局四日市庁舎、中部運
輸局鳥羽海事事務所、中部運輸局福井運輸支局本庁舎、中部運輸局福井運輸支局敦賀
庁舎、近畿運輸局、近畿運輸局大阪運輸支局、近畿運輸局なにわ自動車検査登録事務
所、近畿運輸局和泉自動車検査登録事務所、近畿運輸局京都運輸支局（本庁舎）、近畿
運輸局京都運輸支局（舞鶴庁舎）、近畿運輸局奈良運輸支局、近畿運輸局滋賀運輸支
局、近畿運輸局和歌山運輸支局、近畿運輸局勝浦海事事務所、神戸運輸監理部、



国土交通省（続き） 中国運輸局、中国運輸局広島運輸支局、中国運輸局広島運輸支局福山自動車検査登録
事務所、中国運輸局尾道海事事務所、中国運輸局因島海事事務所、中国運輸局呉海事
事務所、中国運輸局鳥取運輸支局（本庁舎）、中国運輸局鳥取運輸支局（境庁舎）、中国
運輸局島根運輸支局、中国運輸局岡山運輸支局（本庁舎）、中国運輸局岡山運輸支局
（玉野庁舎）、中国運輸局岡山運輸支局水島海事事務所、中国運輸局山口運輸支局（本
庁舎）、中国運輸局山口運輸支局（徳山庁舎）、四国運輸局（松島町庁舎）、四国運輸局
（朝日町庁舎）、四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎）、四国運輸局香川運輸支局、四
国運輸局愛媛運輸支局、四国運輸局愛媛運輸支局今治海事事務所、四国運輸局愛媛運
輸支局宇和島海事事務所、四国運輸局高知運輸支局（本庁舎）、四国運輸局高知運輸支
局（大津庁舎）、九州運輸局、九州運輸局福岡運輸支局（本庁舎）、九州運輸局福岡運輸
支局（分庁舎）、九州運輸局久留米自動車検査登録事務所、九州運輸局筑豊自動車検査
登録事務所、九州運輸局若松海事事務所、九州運輸局佐賀運輸支局（分庁舎）、九州運
輸局長崎運輸支局（分庁舎）、九州運輸局佐世保海事事務所、九州運輸局熊本運輸支局
（本庁舎）、九州運輸局熊本運輸支局（分庁舎）、九州運輸局鹿児島運輸支局（分庁舎）、
九州運輸局奄美自動車検査登録事務所、九州運輸局下関海事事務所、北海道開発局小
樽開発建設部、北海道開発局小樽開発建設部倶知安開発事務所、北海道開発局小樽開
発建設部小樽道路事務所、北海道開発局小樽開発建設部岩内道路事務所、北海道開発
局小樽開発建設部小樽港湾事務所、北海道開発局小樽開発建設部後志中部農業開発
事業所、北海道開発局帯広開発建設部、関東地方整備局、関東地方整備局利根川上流
河川事務所、関東地方整備局利根川下流河川事務所、関東地方整備局霞ヶ浦河川事務
所、関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所、関東地方整備局江戸川河川事務所、関東
地方整備局渡良瀬川河川事務所、関東地方整備局下館河川事務所、関東地方整備局荒
川下流河川事務所、関東地方整備局荒川上流河川事務所、関東地方整備局京浜河川事
務所、関東地方整備局利根川水系砂防事務所、関東地方整備局日光砂防事務所、関東
地方整備局富士川砂防事務所、関東地方整備局八ッ場ダム工事事務所、関東地方整備
局利根川ダム統合管理事務所、関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所、関東地方
整備局二瀬ダム管理所、関東地方整備局品木ダム水質管理所、関東地方整備局東京国
道事務所、関東地方整備局相武国道事務所、関東地方整備局首都国道事務所、関東地
方整備局川崎国道事務所、関東地方整備局横浜国道事務所、関東地方整備局大宮国道
事務所、関東地方整備局千葉国道事務所、関東地方整備局常総国道事務所、関東地方
整備局宇都宮国道事務所、関東地方整備局長野国道事務所、関東地方整備局東京外か
く環状国道事務所、関東地方整備局常陸河川国道事務所、関東地方整備局高崎河川国
道事務所、関東地方整備局甲府河川国道事務所、関東地方整備局関東技術事務所、関
東地方整備局国営常陸海浜公園事務所、関東地方整備局国営昭和記念公園事務所、関
東地方整備局国営アルプスあづみの公園事務所、関東地方整備局東京第一営繕事務
所、関東地方整備局東京第二営繕事務所、関東地方整備局甲武営繕事務所、関東地方
整備局宇都宮営繕事務所、関東地方整備局長野営繕事務所、関東地方整備局鹿島港
湾・空港整備事務所、関東地方整備局千葉港湾事務所、関東地方整備局京浜港湾事務
所、関東地方整備局東京港湾事務所、関東地方整備局特定離島港湾事務所、関東地方
整備局東京空港整備事務所、関東地方整備局東京湾口航路事務所、関東地方整備局横
浜港湾空港技術調査事務所、北陸地方整備局、中部地方整備局　多治見砂防国道事務
所、中部地方整備局　新丸山ダム工事事務所、中部地方整備局　沼津河川国道事務所、
中部地方整備局　静岡河川事務所、中部地方整備局　静岡国道事務所、中部地方整備
局　静岡営繕事務所、中部地方整備局　矢作ダム管理所、中部地方整備局　三重河川国
道事務所、中部地方整備局　北勢国道事務所、中部地方整備局　清水港湾事務所、中部
地方整備局　名古屋港湾事務所、中部地方整備局　四日市港湾事務所、中部地方整備
局　名古屋港湾空港技術調査事務所、近畿地方整備局　本局、近畿地方整備局大和川
河川事務所、近畿地方整備局国営明石海峡公園事務所、近畿地方整備局滋賀国道事務
所、近畿地方整備局猪名川河川事務所、近畿地方整備局姫路河川国道事務所、近畿地
方整備局福井河川国道事務所、近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所、近畿地方整備
局琵琶湖河川事務所、近畿地方整備局大戸川ダム工事事務所、近畿地方整備局福知山
河川国道事務所、近畿地方整備局京都国道事務所、近畿地方整備局淀川河川事務所、
近畿地方整備局大阪国道事務所、近畿地方整備局浪速国道事務所、近畿地方整備局豊
岡河川国道事務所、近畿地方整備局六甲砂防事務所、近畿地方整備局兵庫国道事務
所、近畿地方整備局紀伊山地砂防事務所、近畿地方整備局奈良国道事務所、近畿地方
整備局和歌山河川国道事務所、近畿地方整備局紀南河川国道事務所、近畿地方整備局
木津川上流河川事務所、近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所、近畿地方整備
局淀川ダム統合管理事務所、近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所、近畿地方整
備局近畿技術事務所、近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所、近畿地方整備局京都
営繕事務所、近畿地方整備局神戸港湾事務所、近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事
務所、近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所、



航空交通気象センター、気象測器検定試験センター、父島気象観測所、日本海海洋気象
センター、大気環境観測所、気象研究所、気象衛星センター、気象衛星通信所、高層気象
台、地磁気観測所、気象大学校、札幌管区気象台、新千歳航空測候所、函館航空気象観
測所、釧路航空気象観測所、帯広航空気象観測所、稚内航空気象観測所、旭川航空気
象観測所、女満別航空気象観測所、中標津航空気象観測所、函館地方気象台、旭川地
方気象台、室蘭地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、網走地方気象台、稚内地方
気象台、仙台管区気象台、仙台航空測候所、青森航空気象観測所、花巻航空気象観測
所、秋田航空気象観測所、山形航空気象観測所、庄内航空気象観測所、福島航空気象
観測所、青森地方気象台、盛岡地方気象台、秋田地方気象台、山形地方気象台、福島地
方気象台、東京管区気象台、水戸地方気象台、宇都宮地方気象台、前橋地方気象台、熊
谷地方気象台、銚子地方気象台、横浜地方気象台、新潟地方気象台、富山地方気象台、
金沢地方気象台、福井地方気象台、甲府地方気象台、長野地方気象台、岐阜地方気象
台、静岡地方気象台、名古屋地方気象台、津地方気象台、成田航空地方気象台、東京航
空地方気象台、大島航空気象観測所、松本航空気象観測所、八丈島航空気象観測所、
新潟航空気象観測所、富山航空気象観測所、能登航空気象観測所、静岡航空気象観測
所、中部航空地方気象台、

国土交通省（続き） 中国地方整備局、中国地方整備局鳥取河川国道事務所、中国地方整備局倉吉河川国道
事務所、中国地方整備局日野川河川事務所、中国地方整備局松江国道事務所、中国地
方整備局出雲河川事務所、中国地方整備局浜田河川国道事務所、中国地方整備局岡山
河川事務所、中国地方整備局岡山国道事務所、中国地方整備局福山河川国道事務所、
中国地方整備局三次河川国道事務所、中国地方整備局太田川河川事務所、中国地方整
備局広島国道事務所、中国地方整備局山口河川国道事務所、中国地方整備局苫田ダム
管理所、中国地方整備局八田原ダム管理所、中国地方整備局土師ダム管理所、中国地
方整備局温井ダム管理所、中国地方整備局弥栄ダム管理所、中国地方整備局中国技術
事務所、中国地方整備局岡山営繕事務所、中国地方整備局境港湾空港整備事務所、中
国地方整備局宇野港湾事務所、中国地方整備局広島港湾空港整備事務所、中国地方整
備局宇部港湾空港整備事務所、中国地方整備局広島港湾技術調査事務所、四国地方整
備局、四国地方整備局那賀川河川事務所、四国地方整備局四国山地砂防事務所、四国
地方整備局香川河川国道事務所、四国地方整備局大洲河川国道事務所、四国地方整備
局高知河川国道事務所、四国地方整備局土佐国道事務所、四国地方整備局中筋川総合
開発工事事務所、四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所、四国地方整備局野村ダ
ム管理所、四国地方整備局四国技術事務所、四国地方整備局小松島港湾・空港整備事
務所、四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所、四国地方整備局高松港湾空港技術
調査事務所、九州地方整備局筑後川河川事務所、九州地方整備局遠賀川河川事務所、
九州地方整備局福岡国道事務所、九州地方整備局北九州国道事務所、九州地方整備局
九州技術事務所、九州地方整備局筑後川ダム統合管理事務所、九州地方整備局国営海
の中道海浜公園事務所、九州地方整備局武雄河川事務所、九州地方整備局佐賀国道事
務所、九州地方整備局長崎河川国道事務所、九州地方整備局雲仙復興事務所、九州地
方整備局熊本河川国道事務所、九州地方整備局八代河川国道事務所、九州地方整備局
菊池川河川事務所、九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所、九州地方整備局立野ダム
工事事務所、九州地方整備局熊本営繕事務所、九州地方整備局緑川ダム管理所、九州
地方整備局大分河川国道事務所、九州地方整備局佐伯河川国道事務所、九州地方整備
局山国川河川事務所、九州地方整備局大分川ダム工事事務所、九州地方整備局宮崎河
川国道事務所、九州地方整備局延岡河川国道事務所、九州地方整備局大隅河川国道事
務所、九州地方整備局川内川河川事務所、九州地方整備局鹿児島国道事務所、九州地
方整備局鶴田ダム管理所、九州地方整備局鹿児島営繕事務所、九州地方整備局下関港
湾事務所、九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所、九州地方整備局博多港湾・空
港整備事務所、九州地方整備局苅田港湾事務所、九州地方整備局唐津港湾事務所、九
州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所、九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所、
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所、九州地方整備局宮崎港湾・空港整備事務
所、九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所、九州地方整備局志布志港湾事務
所、九州地方整備局関門航路事務所、九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所

気象庁

国土地理院東北地方測量部、国土地理院北陸地方測量部、国土地理院中部地方測量
部、国土地理院近畿地方測量部、国土地理院中国地方測量部、国土地理院四国地方測
量部、国土地理院九州地方測量部、国土地理院沖縄支所

国土地理院



復興庁 岩手復興局、宮城復興局、福島復興局

大阪管区気象台、大阪航空測候所、彦根地方気象台、京都地方気象台、神戸地方気象
台、奈良地方気象台、和歌山地方気象台、鳥取地方気象台、松江地方気象台、岡山地方
気象台、広島地方気象台、徳島地方気象台、高松地方気象台、松山地方気象台、高知地
方気象台、関西航空地方気象台、八尾航空気象観測所、神戸航空気象観測所、南紀航
空気象観測所、鳥取航空気象観測所、出雲航空気象観測所、岡山航空気象観測所、広
島航空気象観測所、高松航空気象観測所、松山航空気象観測所、高知航空気象観測
所、福岡管区気象台、福岡航空測候所、北九州航空気象観測所、福江航空気象観測所、
対馬航空気象観測所、長崎航空気象観測所、山口宇部航空気象観測所、佐賀航空気象
観測所、熊本航空気象観測所、大分航空気象観測所、宮崎航空気象観測所、奄美航空
気象観測所、種子島航空気象観測所、鹿児島航空測候所、下関地方気象台、佐賀地方
気象台、長崎地方気象台、熊本地方気象台、大分地方気象台、宮崎地方気象台、鹿児島
地方気象台、名瀬測候所、沖縄気象台、那覇航空測候所、石垣航空気象観測所、宮古航
空気象観測所、下地島航空気象観測所、宮古島地方気象台、石垣島地方気象台、南大
東島地方気象台、浅間山火山防災連絡事務所、伊豆大島火山防災連絡事務所、三宅島
火山防災連絡事務所、阿蘇山火山防災連絡事務所、口永良部島火山防災連絡事務所

環境省 那覇自然環境事務所

第一管区海上保安本部、函館海上保安部、小樽海上保安部、室蘭海上保安部、釧路海
上保安部、留萌海上保安部、稚内海上保安部、紋別海上保安部、根室海上保安部、網走
海上保安署、苫小牧海上保安署、江差海上保安署、瀬棚海上保安署、広尾海上保安署、
羅臼保安署、花咲分室、函館航空基地、釧路航空基地、千歳航空基地、第二管区海上保
安本部、青森海上保安部、八戸海上保安部、釜石海上保安部、宮城海上保安部、秋田海
上保安部、酒田海上保安部、福島海上保安部、勝浦海上保安署、湘南海上保安署、横浜
機動防除基地、第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部、四日市海上保安部、尾鷲
海上保安部、鳥羽海上保安部、中部空港海上保安航空基地、三河海上保安署、衣浦海
上保安署、鳥羽海上保安部浜島分室、名古屋港海上交通センター、伊勢湾海上交通セン
ター、大阪海上保安監部、神戸海上保安部、西宮海上保安署、加古川海上保安署、土佐
清水海上保安署、大阪湾海上交通センター、下里水路観測所、第六管区海上保安本部、
水島海上保安部、玉野海上保安部、広島海上保安部、呉海上保安部、尾道海上保安部、
高松海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部、福山海上保安署、岩国海上保
安署、柳井海上保安署、坂出海上保安署、小豆島海上保安署、新居浜海上保安署、備讃
瀬戸海上交通センター、来島海峡海上交通センター、広島航空基地、第七管区海上保安
本部、仙崎海上保安部、門司海上保安部、若松海上保安部、福岡海上保安部、三池海上
保安部、唐津海上保安部、長崎海上保安部、佐世保海上保安部、対馬海上保安部、大分
海上保安部、下関海上保安署、宇部海上保安署、苅田海上保安署、萩海上保安署、伊万
里海上保安署、壱岐海上保安署、五島海上保安署、平戸海上保安署、比田勝海上保安
署、佐伯海上保安署、小倉分室、津久見分室、関門海峡海交センター、福岡航空基地、
第八管区海上保安本部、舞鶴海上保安部、境海上保安部、浜田海上保安部、小浜海上
保安署、福井海上保安署、宮津海上保安署、香住海上保安署、鳥取海上保安署、隠岐海
上保安署、美保航空基地、第九管区海上保安本部、新潟海上保安部、伏木海上保安部、
金沢海上保安部、七尾海上保安部、新潟航空基地、海上保安学校宮城分校、海上保安
試験研究センター

気象庁（続き）

海上保安庁


