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八王子市防災行政無線局管理運用規程 

 

１ 八王子市防災行政無線局管理運用規定 

 

平成３年４月１日施行 

平成10年４月１日改正 

平成15年８月18日改正 

平成28年４月１日改正 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、八王子市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、

円滑な通信の確保を図るため設置する八王子市防災行政無線局（以下「無線局」という。）の

管理及び運用について、電波法（昭和25年法律第131号）及び関係法規に定めるもののほか必

要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 無線局 

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするもの

を除く。 

(2) 固定系 

同報親局及び同報子局との間の固定通信系をいう。 

(3) 同報親局 

特定の２以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を通信する無線局をいう。 

(4) 同報子局 

同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。 

(5) 移動系 

基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の移動通信系をいう。 

(6) 基地局 

陸上移動局を通信の相手方として中継局舎内に設置する移動しない無線局をいう。 

(7) 中継局 

市庁舎内設備の無線局と陸上移動局間の通信を中継する無線機を収容している設備をい

う。 

(8) 陸上移動局 

陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型・可搬型又は携帯型の無線局を

いう。 

 (9) 統制局 

   一般局を通信の相手方として、八王子市庁舎内に設置する無線局をいう。 

(10) 陸上移動中継局 

基地局と陸上移動局との間及び陸上移動相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動

しない無線局をいう。 

(11) 一般局 

   市の関係機関及び防災関係機関、生活関係機関に設置する無線局をいう。 
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(12) 無線系 

前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信施設をいう。 

(13) 無線従事者 

無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作す

る資格を有する者をいう。 

(14) 通信統制 

情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割込み、通信順序の指定

等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。 

（無線局の構成等） 

第３条 無線局の構成及び配置等は、別紙のとおりとする。 

（無線系の総括管理者） 

第４条 無線系に総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。 

３ 総括管理者は、生活安全部長の職にある者をもって充てる。 

（管理責任者） 

第５条 無線系に管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに、通

信取扱責任者、管理者を指揮監督する。 

３ 管理責任者は、生活安全部防災課長の職にある者をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第６条 無線系に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所

掌する。 

３ 通信取扱責任者は、管理責任者が生活安全部防災課の職員の中から無線従事者の資格を有す

る者を指名し、これに充てる。 

（管理者） 

第７条 次の部署に管理者を置く。 

(1) 同報親局及び基地局の通信操作を行う部署 

(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配置した出先機関等の部署 

２ 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は無線設備等の管理、監督

の業務を所掌する。 

３ 管理者は、本庁にあっては、当該部署の課長、出先機関等にあっては、当該機関の長をもっ

て充てる。 

（無線従事者の配置、養成等） 

第８条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置

するものとする。 

２ 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する

ものとする。 

３ 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年４月１日をもって無線従事者名簿を

調製するものとする。 

（無線従事者の任務） 

第９条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、陸上移動局の通信取扱者の行う無
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線設備の操作を指揮監督する。 

２ 基地局及び同報親局に配置された無線従事者は、無線局業務日誌を毎日調製する。 

（通信取扱者） 

第10条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた

無線局の運用を行う。 

２ 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。 

（備付書類等の管理） 

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務関係書類を管理保管する。 

（無線局の運用） 

第12条 無線局の運用方法については、別に定める管理運用細則によるものとする。 

（無線設備の保守点検） 

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的に保守点検を行うとともに、毎日動

作点検を行う。 

（通信訓練） 

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、

次により定期的な通信訓練を実施するものとする。 

(1) 固定系 

ア 総合防災訓練に併せた総合通信訓練  毎年１回以上 

イ その他の通信訓練 随時 

(2) 移動系 

ア 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年１回以上 

イ その他の通信訓練 随時 

２ 訓練は、固定系にあっては住民への警報通報等の伝達訓練を、移動系にあっては通信統制、

情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。 

（研 修） 

第15条 総括管理者は、通信取扱者に対して電波法令等関係法令及び無線局運用について必要な

研修を行うものとする。 

（部外設置の陸上移動局及び同報子局の管理） 

第16条 部外に設置する陸上移動局及び同報子局の管理については、別に定める管理運用細則に

よるものとする。 

（通信統制） 

第17条 総括管理者は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、通信統制を行うことがで

きる。 

２ 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理

責任者が通信統制を行うものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成15年8月18日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

 

 

別紙１ 無線局（固定系）構成図  

 



資料 1-3 八王子市防災行政無線局管理運用規定等（防災行政無線固定系同報子局一覧） 

No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所 
1 本庁０ 浅川本１ 八王子市役所屋上 元本郷町３－２４－１ 
2 本庁１ 浅川本１ 都立八王子桑志高校入口市道 千人町４－６６－２０ 
3 本庁２ 浅川本１ 市立第五小学校 千人町３－７－７ 
4 本庁３ 浅川本１ 元本郷公園 元本郷町４－９ 
5 本庁４ 浅川本１ 清川２号公園 清川町３２－５ 
6 本庁５ 浅川本１ 市立第二中学校 中野上町４－２８－１ 
7 本庁６ 浅川本１ 補修センター 中野上町４－１０ 
8 本庁７ 浅川本１ 西平岡公園 平岡町３５ 
9 本庁８ 浅川本１ 大横福祉センター屋上 大横町１１－３５ 
10 本庁９ 浅川本２ 元横西公園 元横山町３－２４ 
11 本庁１０ 浅川本２ 天理教教会 暁町１－３７－１１ 
12 本庁１１ 浅川本２ 八王子交通安全協会 元本郷町３－１８－１ 
13 本庁１２ 浅川本２ 市立第五中学校 明神町４－１９－１ 
14 本庁１３ 浅川本２ 市立第十小学校屋上 大和田町７－５－１ 
15 本庁１４ 浅川本２ 西花田原公園 富士見町２１ 
16 本庁１５ 浅川本２ 石川道公園 大和田町５－４０ 
17 本庁１６ 浅川本２ 北の原公園 大和田町４－２５ 
18 本庁１７ 浅川本２ 婦台公園 大和田町５－１９ 
19 本庁１８ 浅川本２ 北大和田公園 大和田町４－９ 
20 本庁１９ 浅川本２ 大和田公園 大和田町２－２０ 
21 本庁２０ 浅川本２ 大和田中央町会会館 大和田町３－１７－２５ 
22 本庁２１ 浅川本２ 大和田１丁目児童遊園 大和田町１－２６  
23 本庁２２ 浅川本２ 社団法人南多摩建設業協会 明神町１－１０－１４ 
24 本庁２３ 浅川本２ 市立第四小学校屋上 明神町２－１５－１ 
25 本庁２４ 川口川本 甲の原保育園 中野町２５１７－２ 
26 本庁２５ 川口川本 ３分団６部消防器具置場 中野上町４－３６－１７ 
27 本庁２６ 川口川本 仲田保育園西側公園 中野山王３－１４ 
28 本庁２７ 川口川本 中野児童遊園 中野上町３－３３ 
29 本庁２８ 川口川本 市立中野北小学校 中野山王３－１－１ 
30 本庁２９ 川口川本 市立第九小学校 中野上町２－１４－１ 
31 本庁３０ 川口川本 中野町公園 中野上町２－５  
32 本庁３１ 川口川本 市営住宅西中野団地 中野町２５４６－２  
33 本庁３２ 多摩川石 市立ひよどり山中学校 暁町３－１－１  
34 本庁３３ 山田川 市営緑町霊園 緑町２２２  
35 本庁３４ 山田川 都立多摩職業能力開発センター八王子校前市道 台町１－１１－１先  
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No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
36 本庁３５ 山田川 緑町公園 緑町９４  
37 本庁３６ 山田川 子安公園 子安町４－３１  
38 本庁３７ 山田川 旧栃の木児童遊園 子安町３－２８  
39 本庁３８ 山田川 八王子駅南口野猿街道入口市道 子安町１－９－７  
40 本庁３９ 山田川 市立第六小学校屋上 子安町２－１９－１  
41 本庁４０ 一般本１ 元本郷団地 元本郷町２－１１  
42 本庁４１ 一般本１ 市立第二小学校 八木町７－１  
43 本庁４２ 一般本１ 中央図書館屋上 千人町３－３－６  
44 本庁４３ 一般本１ 八王子市小児・障害メディカルセンター 台町４－３３－１３  
45 本庁４４ 一般本１ ２分団２部消防器具置場 上野町６７  
46 本庁４５ 一般本１ 富士森公園 台町２－２  
47 本庁４６ 一般本２ 大横町会館 大横町１－２４  
48 本庁４７ 一般本２ 市立第一小学校屋上 元横山町２－１４－３  
49 本庁４８ 一般本２ 天神公園 天神町２３－１  
50 本庁４９ 一般本２ 市立第六中学校屋上 上野町９７  
51 本庁５０ 一般本２ ドンキホーテ八王子駅前店屋上 中町１－３  
52 本庁５１ 一般本２ 保健所 旭町１３－８  
53 本庁５２ 川口川本 ひよどり台公園 暁町２－２１  
54 本庁５３ 浅川本２ 都立小宮公園 暁町２－４１先  
55 本庁５４ 山田川 緑町１号緑地 緑町９５３－２０  
56 本庁５５ 一般本１ 元本郷南公園 元本郷町２－１  
57 本庁５６ 浅川本２ 南原公園 大和田町２－８  
58 本庁５７ 川口川本 ひよどり公園 暁町２－１２  
59 本庁５８ 浅川本１ 水無瀬児童遊園 日吉町７先  
60 本庁５９ 川口川本 糸原公園 中野町２１０４－１２  
61 浅川１ 案内川 狭霧橋先 南浅川町３８０６－２  
62 浅川２ 案内川 うかい鳥山第３駐車場先 南浅川町３４９１先  
63 浅川３ 案内川 南浅川町集会所 南浅川町３０６０－１  
64 浅川４ 案内川 坊ヶ谷戸公園 高尾町２５４７  
65 浅川５ 南浅川１ もみじ児童遊園西側高尾山駐車場 高尾町２４２８  
66 浅川６ 南浅川１ 落合公園 高尾町１８３２  
67 浅川７ 南浅川１ 市立高尾保育園 高尾町１７３７  
68 浅川８ 南浅川１ 八王子市農協浅川支店 高尾町１５７３  
69 浅川９ 南浅川２ 原児童遊園 東浅川町１０５７先  
70 浅川１０ 一般浅２ １１分団１部消防器具置場 東浅川町５２１－３  
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No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
71 浅川１１ 南浅川２ 陵南公園（南側） 東浅川町３１－６  
72 浅川１２ 一般浅２ イーアス高尾入口前 東浅川町５５０  
73 浅川１３ 小仏川 大下バス停先 裏高尾町１４５６  
74 浅川１４ 小仏川 摺差町会会館 裏高尾町１０８６  
75 浅川１５ 小仏川 みどり幼児園（旧市立浅川小学校上長房分校） 裏高尾町６７４  
76 浅川１６ 小仏川 駒木野病院 裏高尾町２７３  
77 浅川１７ 一般浅１ 市立浅川中学校 初沢町１３７０  
78 浅川１８ 一般浅１ 市立浅川小学校屋上 初沢町１３３５  
79 浅川１９ 一般浅２ 市立東浅川小学校屋上 東浅川町５５０－２２  
80 浅川２０ 案内川 国道 20 号脇水路 南浅川町２５７２－６先  
81 浅川２１ 一般浅１ 初沢町市営住宅跡地 初沢町１４３７  
82 浅川２２ 一般浅２ 東浅川交通公園 東浅川町５５９  
83 浅川２３ 一般浅１ 三和団地自治会防災倉庫脇 初沢町１４２９－３０８  
84 浅川２４ 案内川 消防団１１分団１２部器具置場 南浅川町３０７７－３  
85 浅川２５ 南浅川２ 原宿会館 東浅川町２６９  
86 浅川２６ 南浅川２ 熊野児童遊園（熊野神社） 東浅川町１１０５  
87 浅川２７ 高尾山 薬王院境内 高尾町２１７７  
88 浅川２８ 高尾山 十一丁目茶屋広場 高尾町２１７９  
89 由木１ 大栗川１ １２分団１１部消防器具置場 鑓水１２１－３  
90 由木２ 大栗川１ 由木西小学校跡地 上柚木５９３  
91 由木３ 大栗川１ 愛信幼稚園前都道 上柚木１１８０先  
92 由木４ 大栗川１ 市立由木中央小学校屋上 下柚木２５  
93 由木５ 大栗川１ 市立由木中学校屋上 下柚木２－３４－２  
94 由木６ 大栗川１ 由木緑道 松木２－１３６  
95 由木７ 大栗川２ 堀之内会館 堀之内５１０  
96 由木８ 大栗川２ 秋葉台公園 別所２－４  
97 由木９ 大栗川２ 市立由木東小学校 東中野１３４７  
98 由木１０ 大栗川２ 常磐公園 東中野１７４４  
99 由木１１ 大栗川２ 大塚宮田公園 大塚６６９－１  

100 由木１２ 大栗川２ 帝京大学駐輪場 大塚４０７  
101 由木１３ 大田川 市立柏木小学校 南大沢３－３  
102 由木１４ 大田川 南大沢市道 南大沢１－２１－１先  
103 由木１５ 大田川 １２分団５部消防器具置場 松木２３  
104 由木１６ 大田川 松木峰ヶ谷戸公園 松木３６  
105 由木１７ 一般由１ 中山会館 中山４５０  



資料 1-3 八王子市防災行政無線局管理運用規定等（防災行政無線固定系同報子局一覧） 

No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
106 由木１８ 一般由１ こもれび公園 北野台２－２９  
107 由木１９ 一般由３ 市立鹿島小学校屋上 鹿島１３  
108 由木２０ 一般由３ デジタルハリウッド大学 松が谷１  
109 由木２１ 一般由３ 市立松が谷小学校屋上 松が谷１２  
110 由木２２ 一般由２ 大塚団地集会所 大塚３４３－３０  
111 由木２３ 一般由１ 海公園 南陽台１－１１  
112 由木２４ 一般由１ 夾竹桃公園 南陽台３－２２  
113 由木２５ 一般由２ 中央大学入口市道 東中野６８９先  
114 由木２６ 一般由２ 由木ヶ丘公園 大塚５８－７１  
115 由木２７ 大栗川１ 上柚木市道 上柚木２０５９先  
116 由木２８ 大栗川１ 多摩美術大学 北側入口 鑓水２－１７２３  
117 由木２９ 大田川 市立南大沢小学校 南大沢４－１８  
118 由木３０ 一般北野 大学セミナーハウス前 下柚木１９８７先  
119 由木３１ 大田川 大平公園 南大沢３－１１  
120 由木３２ 大栗川１ 鑓水水甫緑地 鑓水２－３１０－２  
121 由木３３ 大栗川１ 都道由木 33 号線歩道 境橋（北東側） 上柚木１９４－１  
122 由木３４ 大田川 市立宮上小学校屋上 南大沢５－１０  
123 由木３５ 大田川 市立宮上中学校屋上 南大沢５－５  
124 由木３６ 大栗川２ 京王堀之内駅前 堀之内３－２９－１５  
125 由木３７ 大栗川２ 市立秋葉台小学校屋上 別所２－５  
126 由木３８ 大栗川２ 市立別所中学校屋上 別所２－２８  
127 由木３９ 大栗川２ 堀之内洗馬川公園 堀之内２－２５－１  
128 由木４０ 大栗川１ 柳沢バス停付近 上柚木２－２３８０先  
129 由木４１ 大田川 富士見台公園 下柚木９０５－３  
130 由木４２ 大田川 南大沢西谷戸公園 南大沢２－１２－６  
131 由木４３ 大田川 九反甫公園 南大沢４－２０  
132 由木４４ 大栗川２ １２分団４部消防器具置場 別所１－１４－１３  
133 由木４５ 大栗川２ 市立別所小学校屋上 別所２－４４  
134 由木４６ 一般由３ 大塚公園 松が谷６６  
135 由木４７ 大栗川１ 市立愛宕小学校屋上 上柚木３－２０  
136 由木４８ 大栗川１ 市立上柚木中学校屋上 上柚木３－１７  
137 由木４９ 大田川 市立松木小学校屋上 松木５７－３  
138 由木５０ 一般由２ 大塚なかおね公園 大塚２７２－３  
139 由木５１ 大田川 市立下柚木小学校屋上 下柚木３－９  
140 由木５２ 大田川 南大沢長谷戸公園 南大沢２－２２１  



資料 1-3 八王子市防災行政無線局管理運用規定等（防災行政無線固定系同報子局一覧） 

No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
141 由木５３ 大田川 市立松木中学校屋上 別所１－３４－１  
142 由木５４ 大栗川１ 市立鑓水小学校 鑓水２－７４  
143 由木５５ 大栗川１ 鑓水大芦緑地 鑓水２－１７１  
144 由木５６ 一般由１ 竹の子公園 南陽台２－１０  
145 由木５７ 大栗川１ 鑓水公会堂 鑓水１０２７－１  
146 由木５８ 大栗川１ 鑓水弁財天緑地 鑓水２－１４１  
147 由木５９ 大栗川１ 鑓水インター北 国道１６号沿い 鑓水１３３３－５先  
148 由木６０ 大栗川１ 市立鑓水中学校 鑓水２－６７先  
149 由木６１ 太田川 市立長池小学校 別所１－５５  
150 由木６２ 大栗川１ 上柚木公園 上柚木２－５１  
151 由木６３ 大栗川２ 越野北八幡西緑地 越野４１  
152 由木６４ 大栗川２ 堀之内寺沢里山公園 堀之内７００－３  
153 由木６５ 大栗川２ 越野北八幡西緑地 越野４１  
154 由木６６ 大田川 別所やまざくら公園 別所１－２８－４０  
155 由木６７ 一般由１ 由木さえずり公園 下柚木字１１号１６２４―７０  
156 由木６８ 一般由１ 由木さとやま公園 下柚木字１０号１４００－１５５  
157 由木６９ 大栗川２ 大塚下田公園 大塚６４８  
158 由木７０ 一般由２ 松原公園 東中野２１２－１  
159 由木７１ 大栗川２ せせらぎ緑道 別所２－１２６  
160 由木７２ 大栗川１ 鑓水小山緑地 鑓水２－１７６－１  
161 由木７３ 大栗川１ 東谷公園 鑓水２－８０  
162 由木７５ 大栗川２ 多摩ニュータウン 堀之内６３１－７  
163 由木７６ 大栗川２ 多摩ニュータウン東 堀之内７２７  
164 由木７７ 大栗川２ 多摩ニュータウン北 堀之内６９９  
165 由木７８ 大栗川２ 多摩ニュータウン南 堀之内６７１  
166 横山１ 南浅川横 市立横山第二小学校 並木町２６－１  
167 横山２ 南浅川横 市立長房小学校 長房町３４０－４  
168 横山３ 南浅川横 せきれい児童遊園 長房町４５－２  
169 横山４ 一般横１ 市立船田小学校 長房町１０４１－２  
170 横山５ 一般横１ 青和会公園 長房町５５０  
171 横山６ 一般横１ 長房町交番裏 長房町３４１  
172 横山７ 一般横１ ９分団４部消防器具置場 長房町３０１－２  
173 横山８ 一般横２ 市立散田小学校 散田町５－２３  
174 横山９ 一般横２ 散田公園前市道 散田町５－１６  
175 横山１０ 一般横２ 東散田公園 散田町３－２４  



資料 1-3 八王子市防災行政無線局管理運用規定等（防災行政無線固定系同報子局一覧） 

No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
176 横山１１ 南浅川横 南多摩病院東側市道 散田町３－１０先  
177 横山１２ 南浅川２ 陵南公園（北側） 長房町１５７２－１  
178 横山１３ 南浅川横 めじろ台富士見公園 めじろ台１－２－２  
179 横山１４ 一般横２ 市立山田小学校屋上 山田町１５５３  
180 横山１５ 一般横２ 市立第七中学校 散田町２－２－１  
181 横山１６ 南浅川２ 長房防災倉庫 長房町５０６－２  
182 横山１７ 一般横２ めじろ台南公園 めじろ台３－４３－２  
183 横山１８ 一般横２ めじろ台東公園 山田町１８８９－６  
184 横山１９ 一般横２ 山田児童遊園 山田町１６０３－１  
185 横山２０ 一般横２ 紅葉台中公園 狭間町１９９４－１５６  
186 横山２１ 一般横２ 猿額公園 狭間町１８００－５０  
187 横山２２ 一般横２ 蛇の目前市道 狭間町１６０８先  
188 横山２３ 一般横１ 出羽山公園 城山手１－４  
189 横山２４ 一般横１ 陵東公園 城山手２－３４  
190 横山２５ 一般横２ 万葉公園 散田町５－３７  
191 横山２６ 一般横２ めじろ台三田公園 めじろ台４－５４－２４  
192 横山２７ 一般横２ 教育センター 散田町２－３７－１  
193 横山２８ 一般横２ 桝形公園 山田町１６８３  
194 館１ 湯殿川館 上館公園 館町１１６３－１２  
195 館２ 湯殿川館 館町四谷ちびっこ広場跡地 館町１３６１  
196 館３ 湯殿川館 ９分団９部消防器具置場 館町３１４  
197 館４ 湯殿川館 市立横山第一小学校 館町７４  
198 館５ 湯殿川館 市立椚田中学校屋上 椚田町１７２  
199 館６ 湯殿川館 八王子市農協ガス保安センター 椚田町２５１－１  
200 館７ 一般横２ 聖徳学園八王子中央幼稚園 椚田町１００３  
201 館８ 一般館２ 大船都道（大船バス折返場前） 大船町３５２先  
202 館９ 一般館２ ９分団１２部消防器具置場 大船町２３８－４  
203 館１０ 一般館１ 国立東京工業高等専門学校 椚田町１２２０－２  
204 館１１ 一般館１ 市立椚田小学校屋上 椚田町５７１－２  
205 館１２ 一般館２ 館ヶ丘団地２－１号棟北側公園 館町１０９７  
206 館１３ 一般館２ 市立館小（旧館中学校）屋上 館町２７８６  
207 館１４ 一般館２ 市立高尾山学園 館町１０９７－３０  
208 館１５ 一般館２ 殿入北公園 館町１８２１－７４  
209 館１６ 一般館２ 稲荷山行政資料保管等施設 寺田町１４５５－３  
210 館１７ 一般館２ みよだ公園 寺田町７６０  
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No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
211 館１８ 一般館２ 市立緑が丘小学校屋上 寺田町４０５－５  
212 館１９ 一般館１ 椚田中原公園 椚田町５３２  
213 館２０ 一般館２ ゆりのき台長久保公園 館町１８９２  
214 館２１ 湯殿川館 旧町田街道沿い 館町７４９－４  
215 館２２ 一般館２ 殿入南公園 館町１８５０－５  
216 館２３ 一般館２ 寺田中公園 寺田町１００４－１  
217 館２４ 一般館１ 椚田遺跡公園通り 椚田町６０２－３  
218 館２５ 一般館１ 神谷原公園 椚田町５１７－２  
219 館２６ 一般館２ 大船久保田公園 大船町１３５－６  
220 元八１ 浅川元１ 日枝神社 弐分方町４先  
221 元八２ 浅川元１ 市立上壱分方小学校 上壱分方町７９９－２  
222 元八３ 浅川元１ 上壱分方１号緑地先 上壱分方町１７４－５先  
223 元八４ 浅川元２ 市立四谷中学校屋上 四谷町５５５  
224 元八５ 浅川元２ 泉町会館 泉町１３４３  
225 元八６ 浅川元２ 市立元八王子東小学校 叶谷町１５２１  
226 元八７ 城山川１ 高尾台東公園 元八王子町３－２７５０4－３９4  
227 元八８ 城山川１ 元八王子三丁目公会堂 元八王子町３－２２５１  
228 元八９ 城山川１ 市立城山小学校屋上 元八王子町２－１７６７  
229 元八１０ 城山川１ 開戸ちびっこ広場 元八王子町２－８２９－１  
230 元八１１ 城山川１ 松子舞南公園 元八王子町１－２４２－１０７  
231 元八１２ 城山川１ ８分団５部消防器具置場 元八王子町１－８０  
232 元八１３ 城山川２ 下原公園 横川町８１２  
233 元八１４ 城山川２ 千本木会館 大楽寺町６０５先  
234 元八１５ 城山川２ 横川会館 横川町５５９  
235 元八１６ 城山川２ 市立横川中学校屋上 横川町３６４  
236 元八１７ 城山川２ 市立横川小学校校庭 横川町３０５  
237 元八１８ 大沢川 川町公民館 川町２２０  
238 元八１９ 大沢川 市立城山中学校入口市道 川町７３９先  
239 元八２０ 大沢川 弐分方公園 弐分方町７４４  
240 元八２１ 大沢川 叶谷ちびっこ公園 大楽寺町５０８－３  
241 元八２２ 一般元八 ８分団４部消防器具置場 弐分方町２９０  
242 元八２３ 一般元八 のぼり川緑道 弐分方町４３６先  
243 元八２４ 一般元八 諏訪神社 諏訪町７  
244 元八２５ 一般元八 諏訪下町会館 諏訪町１０６  
245 元八２６ 浅川元１ 防火水槽（諏訪町２７９） 諏訪町２７９  
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246 元八２７ 城山川１ 都立八王子霊園 元八王子町３－２４８８－１  
247 元八２８ 大沢川 よしの沢公園 川町１２８－３１８  
248 元八２９ 城山川２ 横川ひかり公園 横川町６０７－６０  
249 元八３０ 城山川１ 梶原谷とちの木公園 元八王子町２－３３４４－１０  
250 元八３１ 城山川１ 道場根西公園 元八王子町２－３３６１－１３  
251 元八３２ 城山川１ 道場根東公園 元八王子町２－３３５５－４  
252 元八３３ 城山川１ 高尾台緑地 元八王子町３－２７５０－１１０７  
253 元八３４ 一般元八 諏訪中公園 大楽寺町２５１－９  
254 元八３５ 城山川２ 横川西公園 横川町９８０－２  
255 元八３６ 城山川１ 高尾台緑地 元八王子町３－２１５３－２３５  
256 元八３７ 城山川１ 八王子城跡ガイダンス施設 元八王子町３－２６６４－２  
257 恩方１ 浅川恩１ 案下会館前 上恩方町３９３２－３先  
258 恩方２ 浅川恩１ 森久保クラブ 上恩方町２４６２  
259 恩方３ 浅川恩１ 市立恩方第二小学校 上恩方町２１９３  
260 恩方４ 浅川恩２ 夕やけ小やけ児童遊園 上恩方町１５５２  
261 恩方５ 浅川恩２ 尾長橋付近 上恩方町１１０８先  
262 恩方６ 浅川恩２ 市立恩方中学校 上恩方町１１  
263 恩方７ 浅川恩３ 恩方事務所 下恩方町３３９５  
264 恩方８ 浅川恩３ 市立恩方第一小学校 下恩方町１３６９  
265 恩方９ 浅川恩３ ７分団２部消防器具置場 下恩方町１６９４－３  
266 恩方１０ 浅川恩４ 下恩方公園 下恩方町９３５  
267 恩方１１ 浅川恩４ 桜宮公園 西寺方町４００－６  
268 恩方１２ 浅川恩４ 下小田野児童遊園 西寺方町４６２－１１  
269 恩方１３ 小津川 モリアオガエルの道（向橋付近） 小津町９０６  
270 恩方１４ 小津川 小津町児童遊園 小津町４１７－１  
271 恩方１５ 小津川 熊野橋付近 小津町１９３先  
272 恩方１６ 小津川 辺名バス停前 下恩方町２２４先  
273 恩方１７ 小津川 市立元木小学校屋上 下恩方町５１５－１  
274 恩方１８ 一般恩方 宝生寺公園 西寺方町１００１－２１６  
275 恩方１９ 浅川恩２ 駒木野バス停先 上恩方町５２３先  
276 恩方２０ 浅川恩４ 観栖寺公園 西寺方町１３６－９  
277 恩方２１ 小津川 繊維工業団地 下恩方町３５０先  
278 恩方２２ 一般恩方 陵北児童遊園 西寺方町１０６１－３先  
279 恩方２３ 浅川恩１ 川井野バス停先 上恩方町４４３６  
280 恩方２４ 浅川恩３ 恩方上宿公園 下恩方町１４９３－３  



資料 1-3 八王子市防災行政無線局管理運用規定等（防災行政無線固定系同報子局一覧） 

No. 管理番号 グループ 設置名称 設置住所  
281 恩方２５ 浅川恩１ 醍醐大橋 上恩方町２８８８－２先  
282 恩方２６ 浅川恩２ 夕やけ小やけふれあいの里 上恩方町２０３０  
283 恩方２７ 浅川恩３ 下恩方４号緑地 下恩方町２２１７－２  
284 川口１ 川口川１ 株式会社エムディーケー先 上川町３５５－３  
285 川口２ 川口川１ 上川町西部会館  上川町５９８  
286 川口３ 川口川１ 上川町農村環境改善センター 上川町９２５－１  
287 川口４ 川口川１ 市立上川口小学校 上川町１０９９  
288 川口５ 川口川１ 新関戸橋先 上川町３４１７－４  
289 川口６ 川口川１ 上川町東部会館 上川町２９９１  
290 川口７ 川口川２ 川口町西部会館 川口町３３３１－２  
291 川口８ 川口川２ 川口事務所 川口町９０８－１  
292 川口９ 川口川２ 川口中学校 川口町２５５５  
293 川口１０ 川口川２ 堀口児童遊園 川口町１８９０  
294 川口１１ 川口川３ 唐松公園 川口町１８１１－１７  
295 川口１２ 川口川３ ６分団２部消防器具置場 犬目町１０  
296 川口１３ 川口川３ 市立陶鎔小学校 犬目町５６  
297 川口１４ 川口川３ 工学院大学犬目校舎前 犬目町１０７先  
298 川口１５ 川口川４ 光明第三保育園 楢原町９７１  
299 川口１６ 川口川４ ６分団１部消防器具置場 楢原町１０６４  
300 川口１７ 川口川４ 市立楢原中学校 楢原町１２３５  
301 川口１８ 山入川 美山町バス停先 美山町２５５０先  
302 川口１９ 山入川 美山日枝児童遊園（神社） 美山町２４６－１  
303 川口２０ 山入川 小足バス停先 美山町２１４４先  
304 川口２１ 山入川 市立美山小学校 美山町１８９２  
305 川口２２ 山入川 老人ホーム美山苑 美山町１４６３  
306 川口２３ 浅川川口 市立上壱分方小学校 上壱分方町７９９－２  
307 川口２４ 浅川川口 下川口ちびっこ公園 川口町１５４０－５２２  
308 川口２５ 浅川川口 市立松枝小学校 楢原町６０１－１３  
309 川口２６ 浅川川口 楢原西部会館 楢原町５０１  
310 川口２７ 浅川川口 市立楢原小学校屋上 楢原町１２８７－２  
311 川口２８ 川口川１ ＧＭＧ八王子ゴルフ場入口 上川町２２２９先  
312 川口２９ 川口川４ 楢原さぬき公園 楢原町１８１８－６  
313 川口３０ 浅川川口 ととのい公園 川口町１４６６－１１  
314 川口３１ 川口川２ 上榎木公園 川口町１０９５－３  
315 川口３２ 川口川３ 犬目会館 犬目町８６３  
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316 川口３３ 山入川 美山保育園 美山町１７９１－３  
317 加住１ 谷地川加 ５分団６部消防器具置場 戸吹町１９６  
318 加住２ 谷地川加 落合橋バス停付近 戸吹町１０４  
319 加住３ 谷地川加 鶴前まちの広場 宮下町３５９－４  
320 加住４ 谷地川加 市立加住小学校 加住町１－１９１  
321 加住５ 谷地川加 ５分団４部消防器具置場 加住町１－２５９－２  
322 加住６ 谷地川加 黄金橋児童遊園 丹木町２－１６０－１  
323 加住７ 谷地川加 かすみ学園通り（東京純心女子学園前） 丹木町１－５６２先  
324 加住８ 谷地川加 ５分団１部消防器具置場 滝山町２－１７－４  
325 加住９ 谷地川加 左入会館 左入町４２１  
326 加住１０ 谷地川加 尾崎児童遊園 尾崎町６９－１  
327 加住１１ 秋川加住 滝ケ原運動場先（田んぼ農道） 高月町６５８  
328 加住１２ 秋川加住 高月公園 高月町２２２  
329 加住１３ 一般加住 谷野西公園 谷野町７１９－５１５  
330 加住１４ 一般加住 左入公園 みつい台１－６  
331 加住１５ 谷地川加 戸吹廣町西緑地 戸吹町４８０  
332 加住１６ 一般加住 ５分団２部消防器具置場 谷野町４５２－３  
333 加住１７ 谷地川加 ５分団５部消防器具置場 宮下町９４１  
334 加住１８ 谷地川加 谷野町南交差点市道 谷野町１１９２－４  
335 加住１９ 谷地川加 天神神社（梅坪町会館） 梅坪町２６６－１  
336 加住２０ 谷地川加 戸吹菅井公園 戸吹町２９５－１  
337 石川１ 谷地川石 わらべ保育園 宇津木町８３２  
338 石川２ 谷地川石 青空公園 宇津木町９４０－１９６  
339 石川３ 谷地川石 ４分団４部消防器具置場 宇津木町６８８－２  
340 石川４ 谷地川石 木下工務店先 大谷町２６８－３先  
341 石川５ 谷地川石 石川市民センター 石川町４３８  
342 石川６ 谷地川石 石川桜塚公園 石川町２４８１－４先  
343 石川７ 谷地川石 石川東公園 石川町１２４０－１  
344 石川８ 谷地川石 市立小宮小学校 小宮町１１２８－３  
345 石川９ 谷地川石 小宮東公園 小宮町１０７８－１  
346 石川１０ 多摩川石 滝山台丸山公園 丸山町１２－９  
347 石川１１ 多摩川石 ４分団６部消防器具置場 平町２３２  
348 石川１２ 多摩川石 ４分団１部消防器具置場 小宮町９７６  
349 石川１３ 多摩川石 高倉公園 高倉町１０  
350 石川１４ 多摩川石 松風公園 高倉町６３  
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351 石川１５ 一般石川 市立第八小学校 石川町２０６５  
352 石川１６ 一般石川 名糖産業（株）先市道 石川町３１８０先  
353 石川１７ 多摩川石 宇津木台西公園 久保山町２－２１  
354 石川１８ 多摩川石 宇津木台南公園 久保山町１－３１  
355 石川１９ 多摩川石 宇津木台東公園 久保山町１－８  
356 石川２０ 一般石川 前大谷公園 大谷町７６８－５  
357 石川２１ 一般石川 大谷沢公園 大谷町５５－１  
358 石川２２ 谷地川石 宇津木１号緑地 宇津木町５５６－１  
359 石川２３ 谷地川石 石川上ノ原公園 石川町１０８２－８  
360 石川２４ 谷地川石 石川まるやま公園 石川町２５１１－７  
361 石川２５ 多摩川石 あわのす児童遊園 小宮町３４３－２  
362 石川２６ 多摩川石 八王子水再生センター 小宮町５０１  
363 石川２７ 一般石川 高倉緑地 高倉町１１  
364 石川２８ 一般石川 新田公園 高倉町４２  
365 石川２９ 一般石川 左入緑地 石川町９６４－１９  
366 北野１ 浅川北野 向河原公園 長沼町１３０３  
367 北野２ 浅川北野 市立長沼小学校屋上 長沼町７０７－３  
368 北野３ 浅川北野 ほたる公園 長沼町２０４  
369 北野４ 浅川北野 長沼両田公園 長沼町１０４－２８４  
370 北野５ 湯殿川北 八坂神社 北野町７７先  
371 北野６ 湯殿川北 打越土入公園 打越町２０１８  
372 北野７ 湯殿川北 和田公園 北野町５１２  
373 北野８ 湯殿川北 北野事務所 北野町５４９－５  
374 北野９ 湯殿川北 中谷戸市道 打越町１２６２  
375 北野１０ 湯殿川北 市立北野保育園 北野町５７０－１２  
376 北野１１ 湯殿川北 市立打越中学校 打越町３４９－１  
377 北野１２ 一般北野 西谷戸公園 絹ヶ丘１－５  
378 北野１３ 一般北野 とりよせ公園 北野台１－１  
379 北野１４ 一般北野 北野台公園 絹ヶ丘１－４８  
380 北野１５ 一般北野 北野台えくぼ公園 北野台１－９  
381 北野１６ 一般北野 北野台ながれの公園 北野台１－３１  
382 北野１７ 一般北野 市立高嶺小学校屋上 北野台４－２１－１  
383 北野１８ 一般由井 佐藤宅前駐車場脇 打越町１５２８  
384 北野１９ 一般北野 打越岡谷公園 北野台５－２１  
385 北野２０ 浅川北野 長沼町東町会会館 長沼町２８－９６  
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386 北野２１ 一般北野 北野台絹の道公園 北野台２－１２  
387 北野２２ 浅川北野 北野水再生センター分場 北野町５９１－１  
388 北野２３ 浅川北野 北野公園 北野町５８５－１  
389 北野２４ 浅川北野 南陽台緑地 長沼町１３４－３６０  
390 北野２５ 湯殿川北 東京都八王子青年の家跡地 打越町１１２２  
391 由井１ 湯殿川由 １０分団１部消防器具置場 小比企町２８９１－４  
392 由井２ 湯殿川由 １０分団７部消防器具置場 小比企町１５８１  
393 由井３ 湯殿川由 市立由井第三小学校屋上 小比企町１２０１  
394 由井４ 湯殿川由 由井事務所 片倉町２４５－１  
395 由井５ 湯殿川由 市立由井中学校 片倉町５５３  
396 由井６ 兵衛川 兵衛下平公園 兵衛１－８  
397 由井７ 兵衛川 市立由井第二小学校屋上 片倉町２１８０  
398 由井８ 一般由井 すずかけ公園 片倉町９７３－１０４  
399 由井９ 一般由井 片倉台中央公園 片倉町１２９６－１５  
400 由井１０ 一般由井 市立片倉台小学校屋上 片倉町１３１８  
401 由井１１ 兵衛川 宇津貫町貯水槽 宇津貫町４９２先  
402 由井１２ 兵衛川 みなみ野かしのき公園 みなみ野４－２６  
403 由井１３ 兵衛川 造形大駐車場 宇津貫町１４４７  
404 由井１４ 湯殿川由 １０分団５部消防器具置場 片倉町７０２－３  
405 由井１５ 一般由井 都立片倉高校前市道 片倉町１６３０－４先  
406 由井１６ 兵衛川 片倉台こぶし公園 片倉町９８２－２５  
407 由井１７ 兵衛川 片倉つどいの森公園 片倉町３５０６先  
408 由井１８ 兵衛川 七国大船公園 七国５－１３２  
409 由井１９ 兵衛川 みなみ野けやき公園 みなみ野６－１３  
410 由井２０ 兵衛川 西片倉つつじ公園 西片倉３－１３  
411 由井２１ 兵衛川 七国小学校 七国５－２７－１  
412 由井２２ 兵衛川 みなみ野菖蒲谷戸公園 みなみ野３－１３  
413 由井２３ 兵衛川 宇津貫公園 七国６－１  
414 由井２４ 兵衛川 七国公園 七国３－１２５  
415 由井２５ 兵衛川 兵衛和田内公園 兵衛２－８  
416 由井２６ 兵衛川 七国の丘公園 七国２－１３  
417 由井２７ 兵衛川 兵衛和田内の尾根緑地 兵衛２  
418 由井２８ 兵衛川 兵衛下平緑地 兵衛１  
419 由井２９ 兵衛川 七国君田公園 七国６－２５  
420 由井３０ 兵衛川 七国西公園 七国４－３９  
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421 由井３１ 兵衛川 西片倉只沼の尾根緑地 西片倉２  
422 由井３２ 兵衛川 市立みなみ野小学校体育館側壁 みなみ野６－１４－１  

 



資料 1-3 八王子市防災行政無線局管理運用規程等 

八王子市防災行政無線管理運用細則 

 

２ 八王子市防災行政無線管理運用細則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この細則は、八王子市防災行政無線管理運用規程第16条の規定に基づき、八王子市防

災行政無線局の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 固定系の運用 

（放送の種類） 

第２条 放送の種類は、緊急放送と一般放送とする。 

２ 緊急放送は、一般放送に優先する。 

（放送事項） 

第３条 緊急放送の放送事項は、おおむね次の各号に掲げるところによる。 

 (1) 地震、水象、気象等の予警報に関する事項 

 (2) 非常事態が発生した場合の指示、伝達に関すること。 

２ 一般放送の放送事項は、おおむね次の各号に掲げるところによる。 

 (1) 防災訓練に関すること。 

(2) チャイムによる時報等に関すること。 

(3) 市民生活に重大な影響を及ぼす市の施策に関することで、市長が特に必要と認めたこと。 

（放送時間） 

第４条 放送時間は、原則として次の各号に定めるところによる。 

(1) 緊急放送は、総括管理者が必要と認めるときに行うものとする。 

(2) 一般放送は、執務時間内に行うものとする。 

(3) 時報は、定時放送とし、時刻は別に定める。 

２ 放送は、緊急放送を除き、おおむね３分以内に終了するよう努めなければならない。 

（放送の方法） 

第５条 放送の方法は、放送の主体及び受信対象者を明らかにしたうえで、放送事項を簡潔か

つ明瞭に放送するよう努めなければならない。 

２ 放送の再送信は、放送後 24 時間聴取できるよう電話自動応答サービスで提供する。 

 

第３章 移動系及び地域系の運用 

（通信の種類） 

第６条 移動系及び地域系無線通信の種類は､非常通信及び平常通信とする。 

２ 非常通信とは、電波法第52条第４号に規定する通信をいい、平常通信とは、非常通信以外

のものをいう。 

（通信事項） 

第７条 通信は、八王子市地域防災計画に基づく災害対策に係わる事務及び行政事務に関する

ものでなければならない。 
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２ 通信は基地局の管理のもとに行うものとする。 

（運用時間） 

第８条 無線局は、常時運用する。ただし、平常通信は、原則として執務時間内運用とする。 

（通信時間） 

第９条 平常通信のための通信時間は、１回につき、原則として３分以内とする。 

（通信の方法） 

第10条 通信の方法は、無線局運用規定を遵守し、通信の円滑な実施に努めなければならない。 

（通信の制限） 

第11条 総括管理者は、災害、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認め

るときは､通信を制限し、又は通信統制をすることができる。 

 

第４章 運用態勢 

（固定系） 

第12条 平常時における放送は､管理責任者の指示に従い、生活安全部防災課においてこれを

行う。 

２ 非常時における放送は、八王子市地域防災計画に定める態勢により行うものとする。 

（移動系及び地域系） 

第13条 平常時における無線局の運用は、あらかじめ無線設備を設置ないしは配備した部所、

または必要に応じて貸出しを受けた部所において行うものとする。 

２ 非常時における無線局の運用は、八王子市地域防災計画に定める態勢により行うものとす

る。 

（運用の特例） 

第14条 夜間、休日等における固定系の地震時（震度４または、震度５以上）の地震警報放送

について、あらかじめ指定した固定局の無線従事者が登庁するまでの間、宿直職員がこれを

監視するとともに必要な措置を講じるものとする。 

２ 無線従事者が、登庁したときは、宿直職員は、直ちに当該無線従事者に固定局の運用を引

き継ぐものとする。 

 

附 則 

この細則は、平成３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成10年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成15年８月18日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成28年４月１日から施行する。 


