
防災防災

■全国全国

全国自治体マップ検索/地方自治情報センター

■北海道地方北海道地方

国土交通省北海道開発局

◆北海道◆北海道

北海道警察

札幌管区気象台

札幌市消防局

北海道地質研究所

一般財団法人　北海道河川財団

■東北地方東北地方

国土交通省東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局（東北地方整備局管内事務所へのリンク）

◆青森県◆青森県

青森県防災ホームページ/青森県総務部防災消防課

防災・消防

青森県警察

青森地方気象台

◆秋田県◆秋田県

秋田県防災ホームページ

秋田県防災気象情報

秋田市地域防災/秋田市総務部防災対策課

秋田県警察

秋田地方気象台

◆岩手県◆岩手県

岩手山火山関連情報/岩手県総務部総合防災室

岩手県警察

盛岡地方気象台

◆宮城県◆宮城県

宮城県総務部消防課

宮城県危機対策課

宮城県警察

仙台管区気象台

仙台市消防局

◆山形県◆山形県

こちら防災やまがた！

山形地方気象台

◆福島県◆福島県

福島県消防保安課

福島県警察本部

福島地方気象台

福島県の火山情報（磐梯山噴火記念会館）

http://www.nippon-net.ne.jp/
http://www.hkd.mlit.go.jp/
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/
http://www.city.sapporo.jp/shobo/
http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/
http://www.ric.or.jp/
http://www.thr.mlit.go.jp/
http://www.thr.mlit.go.jp/tohokunet/link/link.htm
http://www.bousai.pref.aomori.jp/
http://www.city.aomori.aomori.jp/soumu/bousai/idxbsi.html
http://www.police.pref.aomori.jp/
http://www.jma-net.go.jp/aomori/
http://www.akita-bousai.jp/
http://www.akita-bousai.jp/weather/
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/ds/
http://www.police.pref.akita.jp/
http://www.jma-net.go.jp/akita/
http://www.pref.iwate.jp/~hp0108/
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/
http://www.jma-net.go.jp/morioka/
http://www.pref.miyagi.jp/syoubou/
http://www.pref.miyagi.jp/kikitaisaku/
http://www.police.pref.miyagi.jp/
http://www.jma-net.go.jp/sendai/index2.html
http://www.city.sendai.jp/syoubou/soumu/syobodan/
http://www.pref.yamagata.jp/bosai/
http://www.jma-net.go.jp/yamagata/
http://www.pref.fukushima.jp/shoubo/
http://www.police.pref.fukushima.jp/
http://www.jma-net.go.jp/fukushima/index.html
http://www.bandaimuse.jp/


■関東地方関東地方

国土交通省関東地方整備局

◆茨城県◆茨城県

防災・危機管理課

茨城県警察

水戸地方気象台

◆栃木県◆栃木県

防災の知識/栃木県

防災/栃木県

栃木県警察

宇都宮地方気象台

◆群馬県◆群馬県

防災/群馬県

群馬県警察

前橋地方気象台

◆埼玉県◆埼玉県

消防防災課

熊谷地方気象台

◆千葉県◆千葉県

防災危機管理課

千葉県警察

銚子地方気象台

◆東京都◆東京都

東京都庁　防災情報　

東京都庁　災害情報　

東京消防庁

警視庁

東京管区気象台

東京防災救急協会

都市防災推進協議会

◆神奈川県◆神奈川県

神奈川県安全防災局

神奈川県警察

横浜地方気象台

■甲信越地方甲信越地方

国土交通省関東地方整備局

◆新潟県◆新潟県

新潟県警察

新潟地方気象台

◆山梨県◆山梨県

山梨県警察

甲府地方気象台

◆長野県◆長野県

長野県警察

http://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kikikanri/
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/
http://www.jma-net.go.jp/mito/
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/bousai/chishiki/index.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/bousai/index.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/
http://www.jma-net.go.jp/utsunomiya/
http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00000193.html
http://www.police.pref.gunma.jp/
http://www.jma-net.go.jp/maebashi/
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/e02/
http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/
http://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/
http://www.police.pref.chiba.jp/
http://www.jma-net.go.jp/choshi/
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/
http://www.metro.tokyo.jp/SAIGAI/index.htm
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/
http://www.tokyo-bousai.or.jp/
http://www.toshibou.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/4.html
http://www.police.pref.kanagawa.jp/index.htm
http://www.jma-net.go.jp/yokohama/
http://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm
http://www.police.pref.niigata.jp/
http://www.jma-net.go.jp/niigata/
http://www.pref.yamanashi.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/kofu/index.shtml
http://www.pref.nagano.lg.jp/police/


長野地方気象台

■中部地方中部地方

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（中部地方整備局管内事務所へのリンク）

◆静岡県◆静岡県

静岡県危機管理部

静岡県ライフライン防災連絡会

「みんな助かりたいもん」防災訓練事例集/静岡県防災局防災情報室

静岡県警察

静岡地方気象台

静岡県地震防災センタ―

耐震ナビ/静岡県木造住宅耐震補強ITナビゲーション

◆愛知県◆愛知県

愛知県防災局

名古屋市消防局

愛知県警察

名古屋地方気象台

防災ページ/中京テレビ

◆岐阜◆岐阜

岐阜県総合防災ポータル

岐阜県警察

岐阜地方気象台

◆三重◆三重

消防・保安課

三重県警察

津地方気象台

■北陸地方北陸地方

国土交通省北陸地方整備局

国土交通省北陸地方整備局（関連機関へのリンク集）

◆富山県◆富山県

富山県警察

富山地方気象台

◆石川県◆石川県

危機管理監室（危機対策課、消防保安課）

いいね金沢

金沢地方気象台

◆福井県◆福井県

危機対策・防災課

福井県警察本部

福井地方気象台

■近畿地方近畿地方

国土交通省近畿地方整備局

◆滋賀県◆滋賀県

滋賀県警察の広場

http://www.jma-net.go.jp/nagano/
http://www.cbr.mlit.go.jp/
http://www.cbr.mlit.go.jp/kotsusyo/jimusyo.html
http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/index.html
http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/life-line/index.html
http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/shiraberu/higai/tasukaritai/index.html
http://www.police.pref.shizuoka.jp/
http://www.jma-net.go.jp/shizuoka/
http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/
http://www.taishinnavi.pref.shizuoka.jp/
http://www.pref.aichi.jp/bousai/
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/62-18-0-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.pref.aichi.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/nagoya/
http://www.ctv.co.jp/emg/
http://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/
http://www.pref.gifu.lg.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/gifu/
http://www.pref.mie.jp/SHOBO/
http://www.police.pref.mie.jp/
http://www.jma-net.go.jp/tsu/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/link.html
http://police.pref.toyama.jp/
http://www.jma-net.go.jp/toyama/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/index.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/
http://www.jma-net.go.jp/kanazawa/
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kikitaisaku/
http://www.pref.fukui.jp/kenkei/index.html
http://www.jma-net.go.jp/fukui/
http://www.kkr.mlit.go.jp/
http://www.pref.shiga.jp/police/


彦根地方気象台

◆京都部◆京都部

京都府の消防安全

京都市消防局

京都府警察

京都地方気象台

◆奈良県◆奈良県

消防救急課

奈良県警察本部

奈良地方気象台

奈良県砂防河川雨量情報

◆大阪府◆大阪府

おおさか防災ネット/大阪府

おおさか防災ネット/大阪市

大阪府警察

大阪管区気象台

大阪建築防災センター

◆和歌山県◆和歌山県

防災わかやま

緊急・災害に備える

和歌山県警察

和歌山地方気象台

◆兵庫県◆兵庫県

神戸市消防局

兵庫県警察

神戸海洋気象台

■中国地方中国地方

国土交通省中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（中国地方整備局管内事務所へのリンク）

◆鳥取県◆鳥取県

鳥取県防災情報

消防情報

鳥取県警察

鳥取地方気象台

◆島根県◆島根県

消防防災課

原子力安全対策課

松江市消防本部

島根県警察

松江地方気象台

◆岡山県◆岡山県

岡山県　総合防災情報システム

岡山市消防局

岡山県警察

岡山地方気象台

http://www.jma-net.go.jp/hikone/
http://www.pref.kyoto.jp/shobo/index.html
http://www.city.kyoto.jp/shobo/main.html
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/
http://www.jma-net.go.jp/kyoto/
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1625.htm
http://www.police.pref.nara.jp/
http://www.jma-net.go.jp/nara/
http://www.nara-saboinfo.jp/RainWeb/menu.htm
http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/index.html
http://www-cds.osaka-bousai.net/osaka/index.html
http://www.police.pref.osaka.jp/
http://www.jma-net.go.jp/osaka/
http://www.okbc.or.jp/
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011400/index.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_2/itiran.htm
http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/
http://www.jma-net.go.jp/wakayama/
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/index.html
http://www.police.pref.hyogo.jp/
http://www.jma-net.go.jp/kobe/
http://www.cgr.mlit.go.jp/
http://www.cgr.mlit.go.jp/link/index.htm
http://tottori.bosai.info/
http://www.pref.tottori.lg.jp/shoubou/
http://www.pref.tottori.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/tottori/
http://www.pref.shimane.lg.jp/shobobosai/
http://www.pref.shimane.lg.jp/genan/
http://www1.city.matsue.shimane.jp/anzen/fire/top.html
http://www.pref.shimane.lg.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/matsue/
http://www.bousai.pref.okayama.jp/bousai/
http://www.city.okayama.jp/shoubou/
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/kenkei.htm
http://www.jma-net.go.jp/okayama/


岡山河川工事事務所/国土交通省中国地方整備局

◆広島県◆広島県

広島県防災Web

広島県警察

広島地方気象台

◆山口県◆山口県

山口県警察

下関地方気象台

■四国地方四国地方

国土交通省四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（四国地方整備局管内事務所へのリンク）

◆香川県◆香川県

香川県防災・国民保護情報

香川県警察

高松地方気象台

◆徳島県◆徳島県

消防・防災

徳島県警察

徳島地方気象台

◆愛媛県◆愛媛県

松山地方気象台

◆高知県◆高知県

危機管理部/消防政策課

こうちのまもり

高知地方気象台

こうち防災情報

■九州地方九州地方

国土交通省九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局（九州地方整備局管内事務所へのリンク）

◆福岡県◆福岡県

福岡市防災・危機管理情報

福岡県警察

福岡管区気象台

◆大分県◆大分県

大分県警察本部

大分地方気象台

◆佐賀県◆佐賀県

消防防災課/佐賀県

佐賀県警察本部

佐賀地方気象台

◆熊本県◆熊本県

熊本市の防災対策

熊本県警察

熊本地方気象台

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/
http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/index.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/
http://www.jma-net.go.jp/hiroshima/
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/
http://www.jma-net.go.jp/shimonoseki/
http://www.skr.mlit.go.jp/
http://www.skr.mlit.go.jp/link/index.html
http://www.pref.kagawa.jp/bosai/
http://www.pref.kagawa.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/takamatsu/
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shobo/index.html
http://www.police.pref.tokushima.jp/
http://www.jma-net.go.jp/tokushima/
http://www.jma-net.go.jp/matsuyama/
http://www.pref.kochi.lg.jp/~shoubou/
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/
http://www.jma-net.go.jp/kochi/
http://kouhou.bousai.pref.kochi.jp/
http://www.qsr.mlit.go.jp/index.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-link/k-link.html
http://bousai.city.fukuoka.lg.jp/
http://www.police.pref.fukuoka.jp/
http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/
http://www.pref.oita.jp/site/keisatu/
http://www.jma-net.go.jp/oita/
http://www.pref.saga.lg.jp/web/soshiki-ichiran/toukatsu/_1792.html
http://www.police.pref.saga.jp/
http://www.jma-net.go.jp/saga/
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/bousai/taisaku.html
http://www.police.pref.kumamoto.jp/
http://www.jma-net.go.jp/kumamoto/


◆長崎県◆長崎県

長崎市消防局

長崎県警察

長崎海洋気象台

◆宮崎県◆宮崎県

宮崎県防災・危機管理情報/宮崎県

宮崎県警察本部

宮崎地方気象台

宮崎河川国道事務所

◆鹿児島県◆鹿児島県

鹿児島地方気象台

◆沖縄県◆沖縄県

防災情報

沖縄県警察

沖縄気象台

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/119/
http://www.police.pref.nagasaki.jp/
http://www.jma-net.go.jp/nagasaki/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/bousai/index.html
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/
http://www.jma-net.go.jp/miyazaki/
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/
http://www.jma-net.go.jp/kagoshima/
http://www.com-net.city.naha.okinawa.jp/ant/
http://www.police.pref.okinawa.jp/index.html
http://www.jma-net.go.jp/okinawa/

