
資料 1-2 八王子市デジタル式地域防災無線局一覧 

 
 

＜電話のかけかた＞ 
  １．無線局から他の無線局にかける場合は、呼出番号（３ケタ※）を入力。 
     ※「夕やけ小やけふれあいの里」局にかける場合は、呼出番号「０１０＊４２４」（７ケタ）を入力。 
  ２．無線局から市役所内線にかける場合は、＊に続いて内線番号を入力。 
  ３．市役所内線から無線局にかける場合は、８０に続いて呼出番号（３ケタ※）を入力。    
     ※ 「夕やけ小やけふれあいの里」局にかける場合は、呼出番号「０１０４２４」（６ケタ）を入力。 
  ４．携帯局から写真を統制局（市役所）に送る場合は、呼出番号００１を入力。 

呼出番号 設置場所名 住所 
統制局設備 

100 生活安全部 防災課 無線室 元本郷町３－２４－１ 
101 生活安全部 防災課 災害対策本部スペース 元本郷町３－２４－１ 

庁舎内遠隔制御装置 
200 生活安全部 防災課 元本郷町３－２４－１ 
201 生活安全部 防災課 災害対策本部スペース 元本郷町３－２４－１ 
202 医療保険部 地域医療政策課 元本郷町３－２４－１ 
211 市民部 市民生活課 元本郷町３－２４－１ 
212 福祉部 福祉政策課 元本郷町３－２４－１ 
214 財政部 資産税課 元本郷町３－２４－１ 
215 都市戦略部 都市戦略課 元本郷町３－２４－１ 
216 議会事務局 庶務調査課 元本郷町３－２４－１ 
217 都市戦略部 広報課プロモーション課 元本郷町３－２４－１ 
218 まちなみ整備部 住宅政策課 元本郷町３－２４－１ 
219 道路交通部 路政課 元本郷町３－２４－１ 
220 学校教育部 学校教育政策課 元本郷町３－２４－１ 
221 総務部 統計調査課 元本郷町３－２４－１ 
222 守衛室 元本郷町３－２４－１ 

半固定局 事務所 
301 浅川事務所 高尾町１６５２－１ 
302 横山事務所 並木町１５－１５ 
303 館事務所 館町１５６ 
304 由木事務所 下柚木２－１０－６ 
305 由木東事務所 鹿島１１１－１ 
306 南大沢事務所 南大沢２－２７ フレスコ南大沢１階 
307 元八王子事務所 大楽寺町４１９－１ 
308 恩方事務所 下恩方町３３９５ 
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呼出番号 設置場所名 住所 
309 川口事務所 川口町９０８－１ 
310 加住事務所 加住町１－１７０－２ 
311 北野事務所 北野町５４９－５ 
312 由井事務所 片倉町１１９－４ 
313 石川事務所 石川町４８１ 
314 八王子駅南口総合事務所 子安町４－７－１ サザンスカイタワー八王子４階 

315 八王子駅南口総合事務所２ 子安町４－７－１ サザンスカイタワー八王子４階 

半固定局 市民センター等 
603 協働推進課 元本郷町３－２４－１ 
321 大和田市民センター 大和田町５－９－１ 
322 長房市民センター 長房町５０６－２ 
323 子安市民センター 子安町２－６－１ 
324 由井市民センター 片倉町７０２－１ 
325 北野市民センター 北野町５４５－３ きたのタウンビル７・８階 
326 元八王子市民センター 上壱分方町７４７－１ 
327 中野市民センター 中野町２７２６－７ 
328 石川市民センター 石川町４３８ 
329 恩方市民センター 西寺方町２６０－４ 
330 台町市民センター 台町３－２０－１ 
331 南大沢市民センター 南大沢２－２７ 南大沢総合センター３階 
332 川口市民センター 川口町３８３８ 
333 加住市民センター 加住町１－３３８ 
334 横山南市民センター 椚田町１３７－３ 

半固定局 市出先機関 
401 芸術文化会館（いちょうホール） 本町２４－１ 
402 消費生活センター 東町５－６ クリエイトホール地下１階 
403 斎場事務所 山田町１６８１－２ 
404 八王子市保健所 旭町１３－１８ 
156 大横保健福祉センター 大横町１１－３５ 
405 東浅川保健福祉センタ－ 東浅川町５５１－１ 
406 戸吹清掃事業所 戸吹町１９１６ 
407 館清掃事業所 館町２７００ 
408 南大沢清掃事業所 南大沢３－２０ 
415 戸吹清掃工場 戸吹町１９１６ 
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呼出番号 設置場所名 住所 
416 戸吹不燃物処理センター 戸吹町１９１６ 
409 北野清掃工場 北野町５９６－３ 
418 北野衛生処理センター（水再生課） 北野町５９６－３ 
419 北野ポンプ場 北野町５９６－３ 
410 補修センター 中野上町４－１０－１５ 
411 富士森体育館 台町２－３－７ 
412 甲の原体育館 中野町２７２６－８ 
413 こども科学館（コニカミノルタサイエンスドーム） 大横町９－１３ 
420 教育センター 散田町２－３７－１ 
421 中央図書館 千人町３－３－６ 
422 生涯学習センター（学習支援課） 東町５－６ クリエイトホール４～１１階 
423 学園都市文化ふれあい財団（コミュニティ振興課） 本町２－５ ベルハンドビル３階 
150 八王子国際協会 旭町９－１ 八王子スクエアビル１１階 

※１頁参照 夕やけ小やけふれあいの里 上恩方町２０３０ 
425 道の駅八王子滝山 滝山町１－５９２－２ 
426 八王子駅北口地下駐車場管理センター 旭町１－Ｂ１ 
427 総合体育館（エスフォルタアリーナ八王子） 狭間町１４５３－１ 
428 楢原斎場 楢原町１５７８－５ 
429 高尾５９９ミュージアム 高尾町２４３５－３ 
430 八王子城跡ガイダンス施設 元八王子町３－２６６４－２ 
431 あったかホール 北野町５９６－３ 

半固定局 小学校等 
501 第一小学校 元横山町２－１４－３ 
502 第二小学校 八木町７－１ 
503 第三小学校 寺町２９－１５ 
504 第四小学校 明神町２－１５－１ 
505 第五小学校 千人町３－７－７ 
506 いずみの森義務教育学校 子安町２－１８－１ 
507 第七小学校 台町４－２－１ 
508 第八小学校 石川町２０６５ 
509 第九小学校 中野上町２－１４－１ 
510 第十小学校 大和田町７－５－１ 
511 中野北小学校 中野山王３－１－１ 
512 清水小学校 中野山王３－２５－1 
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呼出番号 設置場所名 住所 
513 大和田小学校 大和田町４－１９－１ 
514 小宮小学校 小宮町１１２８－３ 
515 高倉小学校 高倉町６７－２ 
516 宇津木台小学校 久保山町２－１８ 
517 横山第一小学校 館町７４ 
518 横山第二小学校 並木町２６－１ 
519 散田小学校 散田町５－２３－１ 
520 長房小学校 長房町３４０－４ 
521 船田小学校 長房町１０４１－２ 
522 館小中学校 本校舎 館町１０９７－１５ 
523 山田小学校 山田町１５５３ 
524 椚田小学校 椚田町５７１－２ 
525 緑が丘小学校 寺田町４０５－５ 
526 元八王子小学校 弐分方町７６１ 
527 元八王子東小学校 叶谷町１５２１ 
528 上壱分方小学校 上壱分方町７９９－２ 
529 城山小学校 元八王子町２－１７６７ 
530 弐分方小学校 弐分方町５２０－１ 
531 横川小学校 横川町３０５ 
532 恩方第一小学校 下恩方町１３６９ 
533 恩方第二小学校 上恩方町２１９３ 
534 元木小学校 下恩方町５１５－１ 
535 川口小学校 川口町３６７５ 
536 陶鎔小学校 犬目町５６ 
537 上川口小学校 上川町１０９９ 
538 美山小学校 美山町１８９２ 
539 楢原小学校 楢原町１２８７－２ 
540 松枝小学校 楢原町６０１－１３ 
541 加住小中学校 本校舎 加住町１－１９１ 
542 由井第一小学校 打越町３４８－１ 
543 由井第二小学校 片倉町２１８０ 
544 由井第三小学校 小比企町１２０１ 
545 長沼小学校 長沼町７０７－３ 
546 片倉台小学校 片倉町１３１８ 
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呼出番号 設置場所名 住所 
547 高嶺小学校 北野台４－２１－１ 
548 みなみ野小中学校 みなみ野６－１４－１ 
549 七国小学校 七国５－２７－１ 
550 みなみ野君田小学校 みなみ野４－３－１ 
551 浅川小学校 初沢町１３３５ 
552 東浅川小学校 東浅川町５５０－２２ 
553 由木中央小学校 下柚木２５ 
554 由木東小学校 東中野１３４７ 
555 由木西小学校 上柚木５３８－１ 
556 鹿島小学校 鹿島１３ 
557 松が谷小学校 松が谷１２ 
558 中山小学校 中山１１５５ 
559 柏木小学校 南大沢３－３ 
560 南大沢小学校 南大沢４－１８ 
561 宮上小学校 南大沢５－１０ 
562 秋葉台小学校 別所２－５ 
563 別所小学校 別所２－４４ 
564 愛宕小学校 上柚木３－２０ 
565 松木小学校 松木５７－３ 
566 下柚木小学校 下柚木３－９ 
567 上柚木小学校 上柚木３－１５ 
568 鑓水小学校 鑓水２－７４ 
569 長池小学校 別所１－５５ 
570 高尾山学園 館町１０９７－３０ 
571 稲荷山行政資料保管等施設（旧稲荷山小学校） 寺田町１４５５－３ 
572 デジタルハリウッド大学（旧三本松小学校） 松が谷１ 

半固定局 中学校 
601 第一中学校 石川町２９５７－１ 
602 第二中学校 中野上町４－２８－１ 
604 第四中学校 元本郷町２－２１－１ 
605 第五中学校 明神町４－１９－１ 
606 第六中学校 上野町９７ 
607 第七中学校 散田町２－２－１ 
608 ひよどり山中学校 暁町３－１－１ 
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呼出番号 設置場所名 住所 
609 甲ノ原中学校 中野町２６３９－２ 
610 石川中学校 久保山町２－５５ 
611 横山中学校 散田町５－２２－３６ 
612 長房中学校 長房町１０４１－１ 
613 館小中学校 分校舎 館町２７８６ 
614 椚田中学校 椚田町１７２ 
615 元八王子中学校 大楽寺町４１５ 
616 四谷中学校 四谷町５５５ 
617 横川中学校 横川町３６４ 
618 城山中学校 川町７９２－２ 
619 恩方中学校 上恩方町１１ 
620 川口中学校 川口町２５５５ 
621 楢原中学校 楢原町１２３５ 
622 加住小中学校 分校舎 宮下町１０８－７ 
623 由井中学校 片倉町５５３ 
624 打越中学校 打越町３４９－１ 
625 七国中学校 七国６－４１－１ 
626 浅川中学校 初沢町１３７０ 
627 陵南中学校 東浅川町５５３－９ 
628 由木中学校 下柚木２－３４－２ 
629 松が谷中学校 松が谷２３ 
630 中山中学校 中山１１５８－１ 
631 南大沢中学校 南大沢３－７ 
632 宮上中学校 南大沢５－５ 
633 別所中学校 別所２－２８ 
634 上柚木中学校 上柚木３－１７ 
635 松木中学校 別所１－３４－１ 
636 鑓水中学校 鑓水２－６７ 

半固定局 都立高等学校等 
701 都立八王子桑志高等学校 千人町４－８－１ 
702 都立拓真高等学校 台町３－２５－１ 
703 都立南多摩中等教育学校 明神町４－２０－１ 
704 都立富士森高等学校 長房町４２０－２ 
705 都立片倉高等学校 片倉町１６４３ 
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呼出番号 設置場所名 住所 
706 都立八王子東高等学校 高倉町６８－１ 
707 都立八王子北高等学校 楢原町６０１ 
708 都立松が谷高等学校 松が谷１７７２ 
709 都立翔陽高等学校 館町１０９７－１３６ 

半固定局 防災関連機関 
110 八王子警察署 元本郷町３－１９－１ 
111 高尾警察署 東浅川町２３－３４ 
112 南大沢警察署 南大沢１－８－３ 
113 警視庁第九方面本部 大横町１４－２０ 
119 東京消防庁第九消防方面本部 石川町２０９９－２ 
120 八王子消防署 上野町３３ 
131 国土交通省 相武国道事務所 大和田町４－３－１３ 
132 東京都 南多摩西部建設事務所 明神町３－１９－２ 
133 東京電力パワーグリッド（株）多摩総支社 八日町８－１ 
134 東京ガス（株）東京西支店 立川市曙町３－６－１３ 
135 中日本高速道路（株）八王子保全・サービスセンター 宇津木町２８７－１ 
136 東日本旅客鉄道（株） 八王子駅 旭町１－１ 
137 京王電鉄（株） 京王八王子駅 明神町３－２７－１ 
138 京王電鉄バス（株） 八王子営業所 長沼町１３０４－３ 
139 西東京バス（株） 明神町３－１－７ 
140 東京都トラック協会 多摩支部 台町３－２７－１９ 
141 八王子市医師会 本町１３－２ 
142 日本郵便（株） 八王子郵便局 大和田町７－２１－１ 
143 （株）ＮＴＴ東日本－南関東 東京事業部 明神町１－４－１ ＮＴＴ新明神町ビル１Ｆ 
145 八王子市農業協同組合本店 椚田町５８５－８ 
146 八王子商工会議所 大横町１１－１ 
147 八王子市建設業協会 明神町１－１０－１４ 
148 八王子交通安全協会 元本郷町３－１８－１ 
151 東京医科大学八王子医療センター 館町１１６３ 
152 東海大学八王子病院 石川町１８３８ 
153 仁和会総合病院 明神町４－８－１ 
154 陵北病院 西寺方町３１５ 
155 八王子山王病院 中野山王２－１５－１６ 
157 南多摩病院 散田町３－１０－１ 
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呼出番号 設置場所名 住所 
158 清智会記念病院 子安町３－２４－１５ 
159 高月整形外科病院 高月町３６０ 
160 緊急救命東京研究所 南大沢４－５ 
161 野猿峠脳神経外科病院 下柚木１９７４－１ 
162 北原国際病院 大和田町１－７－２３ 
163 東京天使病院 上壱分方町５０－１ 
164 右田病院 暁町１－４８－１８ 
165 みなみ野循環器病院 兵衛１－２５－１ 
166 永生病院 椚田町５８３－１５ 
170 東京都水道局多摩水道改革推進本部八王子給水事務所 元本郷町４－１９－１ 
710 高尾の森わくわくビレッジ 川町５５ 

携帯局 
801 防災課 元本郷町３－２４－１ 
802 防災課 元本郷町３－２４－１ 
803 防災課 元本郷町３－２４－１ 
804 防災課 元本郷町３－２４－１ 
805 防災課 元本郷町３－２４－１ 
806 防災課 元本郷町３－２４－１ 
807 防災課 元本郷町３－２４－１ 
808 防災課 元本郷町３－２４－１ 
809 防災課 元本郷町３－２４－１ 
810 防災課 元本郷町３－２４－１ 
811 防災課 元本郷町３－２４－１ 
812 防災課 元本郷町３－２４－１ 
813 防災課 元本郷町３－２４－１ 
814 防災課 元本郷町３－２４－１ 
815 防災課 元本郷町３－２４－１ 
816 防災課 元本郷町３－２４－１ 
817 防災課 元本郷町３－２４－１ 
818 防災課 元本郷町３－２４－１ 
819 防災課 元本郷町３－２４－１ 
820 防災課 元本郷町３－２４－１ 
821 防災課 元本郷町３－２４－１ 
822 防災課 元本郷町３－２４－１ 
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823 防災課 元本郷町３－２４－１ 
824 防災課 元本郷町３－２４－１ 
825 防災課 元本郷町３－２４－１ 
826 防災課 元本郷町３－２４－１ 
827 防災課 元本郷町３－２４－１ 
828 防災課 元本郷町３－２４－１ 
829 防災課 元本郷町３－２４－１ 
830 防災課 元本郷町３－２４－１ 
831 防災課 元本郷町３－２４－１ 
832 防災課 元本郷町３－２４－１ 
833 防災課 元本郷町３－２４－１ 
834 防災課 元本郷町３－２４－１ 
835 防災課 元本郷町３－２４－１ 
836 防災課 元本郷町３－２４－１ 
837 防災課 元本郷町３－２４－１ 
838 防災課 元本郷町３－２４－１ 
839 防災課 元本郷町３－２４－１ 
840 防災課 元本郷町３－２４－１ 
841 防災課 元本郷町３－２４－１ 
842 防災課 元本郷町３－２４－１ 
843 防災課 元本郷町３－２４－１ 
844 防災課 元本郷町３－２４－１ 
845 防災課 元本郷町３－２４－１ 
846 防災課 元本郷町３－２４－１ 
847 防災課 元本郷町３－２４－１ 
848 防災課 元本郷町３－２４－１ 
849 防災課 元本郷町３－２４－１ 
850 防災課 元本郷町３－２４－１ 
851 消防団長  
852 消防団副団長  
853 消防団副団長  
854 消防団副団長  
855 消防団副団長  
856 消防団副団長  
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857 第 １分団長（本庁地区：およそ国道１６号以東）  
858 第 ２分団長（本庁地区：およそ国道１６号以西）  
859 第 ３分団長（中野・大和田地区）  
860 第 ４分団長（石川地区）  
861 第 ５分団長（加住地区）  
862 第 ６分団長（川口地区）  
863 第 ７分団長（恩方地区）  
864 第 ８分団長（元八王子地区）  
865 第 ９分団長（横山地区）  
866 第１０分団長（由井地区）  
867 第１１分団長（浅川地区）  
868 第１２分団長（由木地区）  
869 第 １分団（第１部器具置場） 本町２８－４ 
870 第 ２分団（第２部器具置場） 千人町２－１９－１６ 
871 第 ３分団（第３部器具置場） 中野山王２－２８ 
872 第 ４分団（第３部器具置場） 高倉町２０ 
873 第 ５分団（第１部器具置場） 滝山町２－１７－４ 
874 第 ６分団（第２部器具置場） 犬目町１０ 
875 第 ７分団（第２部器具置場） 下恩方町１６９４－３ 
876 第 ８分団（第３部器具置場） 泉町１２８８ 
877 第 ９分団（第９部器具置場） 館町３１４－１０ 
878 第１０分団（第２部器具置場） 北野町５５０－２ 
879 第１１分団（第１３部器具置場） 高尾町１６２３－２ 
880 第１２分団（第８部器具置場） 下柚木２－１０－６ 

 


