
１２ 同報系屋外受信機設置一覧表（３１３基）【危機管理本部】

（令和4年4月1日現在） 
区 局番 受信局名 設置場所 区 局番 受信局名 設置場所 

川
崎
区

川崎区－１ 川崎駅ビル 川崎区駅前本町 26-1 

川
崎
区

川崎区－５７ 夜光係留護岸 川崎区夜光 3 丁目-3-5 先

川崎区－２ 川崎駅前 川崎区駅前本町 26 川崎区－５８ 塩浜係留護岸 川崎区夜光 3-1-3 

川崎区－３ 川崎小学校 川崎区日進町 20-1 川崎区－５９ 千鳥町１番地 川崎区千鳥町 1-1 先 

川崎区－４ 川崎競馬場 川崎区富士見 1-5 川崎区－６０ 港湾局港営課保安対策班分室 川崎区千鳥町 15-7 

川崎区－５ 川崎競輪場 川崎区富士見 2-1 川崎区－６１ 千鳥町２１番地 川崎区千鳥町 21-4 前 

川崎区－６ 市立川崎高校 川崎区中島 3-3-1 川崎区－６２ 千鳥町２４番地 川崎区千鳥町 24-3 

川崎区－７ 富士見公園西 川崎区富士見 2-1 川崎区－６３ 東扇島１２番地 川崎区東扇島 12 先 

川崎区－８ 富士見公園東 川崎区富士見 2-1 川崎区－６４ 川崎港海底トンネル東扇島換気所 川崎区東扇島 16 

川崎区－９ 渡田中学校 川崎区渡田向町 11-1 川崎区－６５ 東扇島２３番地先 川崎区東扇島 23-7 先 

川崎区－１０ 県立川崎高校 川崎区渡田山王町 22-6 川崎区－６６ 川崎区東扇島６番－１０先 川崎区東扇島 6-10 先 

川崎区－１１ 田島中学校 川崎区小田 2-21-7 川崎区－６７ 川崎区東扇島６番－１１先 川崎区東扇島 6-11 先 

川崎区－１２ 小田公園 川崎区小田 4-20-38 川崎区－６８ 川崎港コンテナターミナル 川崎区東扇島 92 

川崎区－１３ 渡田小学校 川崎区田島町 14-1 川崎区－６９ 東扇島２８番地先 川崎区東扇島 28 先 

川崎区－１４ 南部防災センター 川崎区小田 7-3-1 川崎区－７０ 川崎マリエン 川崎区東扇島 38-1 

川崎区－１５ 大師公園 川崎区大師公園 1 川崎区－７１ 東扇島３０番地先 川崎区東扇島 30 先 

川崎区－１６ 桜本中学校 川崎区池上新町 1-2-4 川崎区－７２ 冥加公園 川崎区池上新町 2-23 

川崎区－１７ 桜川公園 川崎区桜本 1-14-3 川崎区－７３ 下河原公園 川崎区殿町 3-21-1 

川崎区－１８ 殿町小学校 川崎区殿町 1-17-19 川崎区－７４ 大師西町公園 川崎区大師駅前 2-6 

川崎区－１９ 浮島町公園 川崎区浮島町 12 

幸
区

幸区－１ 幸町小学校 幸区中幸町 2-17 

川崎区－２０ ちどり公園 川崎区千鳥町 6 幸区－２ 南河原公園 幸区都町 74 

川崎区－２１ 京町中学校 川崎区京町 3-19-11 幸区－３ 御幸公園 幸区東古市場 1 

川崎区－２２ 渡田新町公園 川崎区渡田新町 1-5 幸区－４ 市立幸高校 幸区戸手本町 1-150 

川崎区－２３ 川崎駅西口前 幸区堀川町 74 先 幸区－５ 塚越中学校 幸区塚越 1-60 

川崎区－２４ 大師中学校 川崎区大師河原 2-1-1 幸区－６ 動物公園西 幸区南加瀬 1-2-1 

川崎区－２５ 臨港中学校 川崎区浜町 2-11-22 幸区－７ 動物公園東 幸区南加瀬 1-2-1 

川崎区－２６ 浅田小学校 川崎区浅田 2-11-21 幸区－８ 南加瀬中学校 幸区南加瀬 3-10-1 

川崎区－２７ 京町小学校 川崎区京町 1-1-4 幸区－９ 小倉小学校 幸区小倉 2-20-1 

川崎区－２８ 宮前小学校 川崎区宮前町 8-13 幸区－１０ 小向ポンプ場 幸区小向仲野町 8-5 

川崎区－２９ 川中島中学校 川崎区藤崎 2-19-1 幸区－１１ 市立総合科学高校 幸区小向仲野町 5-1 

川崎区－３０ 南大師中学校 川崎区四谷上町 24-1 幸区－１２ 古市場小学校 幸区古市場 1-1 

川崎区－３１ 川崎中学校 川崎区下並木 50 幸区－１３ 御幸中学校 幸区戸手 4-2-1 

川崎区－３２ 川中島小学校 川崎区川中島 2-4-19 幸区－１４ 日吉中学校 幸区北加瀬 2-3-1 

川崎区－３３ 大島小学校 川崎区浜町 1-5-1 幸区－１５ 南河原中学校 幸区中幸町 4-31 

川崎区－３４ 東門前小学校 川崎区東門前 3-4-6 幸区－１６ 古川小学校 幸区古川町 70 

川崎区－３５ 新町小学校 川崎区渡田新町 3-15-1 幸区－１７ 南加瀬小学校 幸区南加瀬 4-24-1 

川崎区－３６ 四谷小学校 川崎区四谷下町 4-1 幸区－１８ 東小倉小学校 幸区東小倉 1-1 

川崎区－３７ 東大島小学校 川崎区藤崎 5-25-1 幸区－１９ 御幸小学校 幸区遠藤町１ 

川崎区－３８ 田島小学校 川崎区渡田 1-20-1 幸区－２０ 西御幸小学校 幸区小向西町 4-30 

川崎区－３９ 旭町小学校 川崎区旭町 2-2-1 幸区－２１ 川崎看護短大 幸区小倉 4-30-1 

川崎区－４０ 向小学校 川崎区大島 4-17-1 幸区－２２ 古市場公園 幸区東古市場 118-4 

川崎区－４１ 藤崎小学校 川崎区藤崎 3-2-1 幸区－２３ 南加瀬下町公園 幸区南加瀬 4-37 

川崎区－４２ 小田小学校 川崎区小田 4-12-24 

中
原
区

中原区－１ 下河原小学校 中原区上平間 585 

川崎区－４３ 大師小学校 川崎区東門前 2-6-1 中原区－２ 平間小学校 中原区上平間 1480 

川崎区－４４ 東扇島西公園 川崎区東扇島 90 先 中原区－３ 下沼部小学校 中原区下沼部 1955 

川崎区－４５ 東扇島東公園 川崎区東扇島 58-1 中原区－４ 中原平和公園東 中原区木月住吉町 35 

川崎区－４６ 市役所第３庁舎 川崎区東田町 5-4 中原区－５ － － 

川崎区－４７ － － 中原区－６ 武蔵小杉駅前 中原区小杉町 1-403 

川崎区－４８ － － 中原区－７ 中原区役所 中原区小杉町 3-245 

川崎区－４９ 浮島建設事務所 川崎区浮島町 511 中原区－８ 法政大学前 中原区木月大町 4 

川崎区－５０ 末広物揚場 川崎区小島町 6 中原区－９ 住吉西公園 中原区井田中ノ町 35 

川崎区－５１ 小島新田物揚場 川崎区夜光 1-1 中原区－１０ 天王森ポンプ場 中原区木月 3-45-1 

川崎区－５２ 桜掘運河 川崎区浅野町 8 中原区－１１ 井田小学校 中原区井田中ノ町 29-1 

川崎区－５３ 扇町１９番地先 川崎区扇町 19 先 中原区－１２ 等々力ポンプ場 中原区等々力 20-1 

川崎区－５４ 白石町緑地 川崎区白石町 7-20 先 中原区－１３ 等々力緑地南側 中原区等々力 1-1 

川崎区－５５ 大川町緑地 川崎区大川町 9 中原区－１４ 等々力緑地中央 中原区等々力 1-5 

川崎区－５６ 水江町物揚場 川崎区水江町 6-6 先 中原区－１５ 西中原中学校 中原区下小田中 2-17-1 



区 局番 受信局名 設置場所 区 局番 受信局名 設置場所 

中
原
区

中原区－１６ 宮内１丁目多摩沿線道路脇 中原区宮内 1-6 先 

高
津
区

高津区－２７
動物愛護センター

（旧） 
高津区蟹ヶ谷 118-6 

中原区－１７ 新城小学校 中原区下新城 1-15-1 高津区－２８ 子母口 高津区子母口 352 

中原区－１８ 中央療育センター 中原区井田 3-16-1 高津区－２９ 橘消防分団 高津区千年 550 

中原区－１９ 丸子ポンプ場 中原区上平間 2110 高津区－３０ 末長住宅 高津区末長 2-15 

中原区－２０ 東住吉小学校 中原区木月住吉町 1-11 高津区－３１ 末長富士見台 高津区末長 2-33 

中原区－２１ 東横線ガード脇 中原区上丸子天神町 375-1 先 高津区－３２ 中部児童相談所 高津区末長 1-3-9 

中原区－２２ 宮内中学校 中原区宮内 4-13-1 高津区－３３ 上作延住宅 高津区上作延 462 

中原区－２３ 等々力緑地北側 中原区等々力 4 高津区－３４ 久末大谷 高津区久末 1446 先 

中原区－２４ 大谷戸小学校 中原区上小田中 1-27-1 高津区－３５ 久末表耕地 高津区久末 1275 

中原区－２５ 井田病院 中原区井田 2-27-1 高津区－３６ 養福寺 高津区新作 1-16-13 

中原区－２６ 中原平和公園西 中原区木月住吉町 33-1 高津区－３７ 下作延交差点 高津区下作延 7-6-10 先 

中原区－２７ 中丸子児童公園 中原区中丸子 716 高津区－３８ 久末小学校 高津区久末 647 

中原区－２８ 玉川中学校 中原区中丸子 562 高津区－３９ 東高津中学校 高津区末長 4-1-1 

中原区－２９ 中原中学校 中原区小杉陣屋町 1-24-1  高津区－４０ 西高津中学校 高津区久地 1-10-1 

中原区－３０ 井田中学校 中原区井田杉山町 11-1  高津区－４１ 梶ヶ谷小学校 高津区梶ヶ谷 4-12 

中原区－３１ 平間中学校 中原区上平間 1368 高津区－４２ 東高津小学校 高津区北見方 2-5-1 

中原区－３２ 今井中学校 中原区今井仲町 7-1 高津区－４３ 南原小学校 高津区上作延 796 

中原区－３３ 玉川小学校 中原区北谷町 32 高津区－４４ 西梶ヶ谷小学校 高津区梶ヶ谷 2-14-1 

中原区－３４ 木月小学校 中原区木月 4-53-1 高津区－４５ 坂戸小学校 高津区坂戸 1-18-1 

中原区－３５ 宮内小学校 中原区宮内 2-4-1 高津区－４６ 上作延小学校 高津区上作延 559 

中原区－３６ 苅宿小学校 中原区苅宿 25-1 高津区－４７ 千年西 高津区千年 244 

中原区－３７ 今井小学校 中原区今井西町 3-18 高津区－４８ 久末妙法寺 高津区久末 375 

中原区－３８ 中原小学校 中原区小杉御殿町 1-950 高津区－４９ 千年住宅 高津区千年 1227-2 

中原区－３９ 下小田中小学校 中原区下小田中 3-35-1 高津区－５０ 高津スポーツセンター 高津区二子 3-15-1 

中原区－４０ 住吉小学校 中原区木月祇園町 17-1 高津区－５１ 久末城法谷公園 高津区久末 1778 

中原区－４１ 上丸子小学校 中原区上丸子八幡町 815 高津区－５２ 下野毛２丁目公園 高津区下野毛 2-8 

中原区－４２ 大戸小学校 中原区下小田中 1-4-1 

宮
前
区

宮前区－１ 野川南耕地 宮前区西野川 3-31-28 先 

中原区－４３ 川崎聾学校 中原区上小田中 3-10-5 宮前区－２ 平瀬川平橋 宮前区平 1-9-5 

中原区－４４ 横須賀線武蔵小杉駅前 中原区新丸子 3-1111 宮前区－３ 能満寺 高津区千年 354 

中原区－４５ 小杉小学校 中原区小杉町 2-295-1 宮前区－４ 上野川 宮前区野川 281-11 先 

中原区－４６ 宮内蔵前公園 中原区宮内 3-23 宮前区－５ 馬絹 宮前区馬絹 4-7-14 

高

津

区

高津区－１ 蟹ヶ谷 高津区蟹ヶ谷 187-1 前 宮前区－６ 宮前平中学校 宮前区宮前平 2-7 

高津区－２ 久末逹野 高津区久末 1660-5 前 宮前区－７ 鷺沼小学校 宮前区鷺沼 2-1 

高津区－３ 橘出張所 高津区千年 1362-1 宮前区－８ 菅生中学校 宮前区菅生 2-10-1 

高津区－４ 新作バス停前 高津区新作 4-13-15 宮前区－９ 県立川崎北高校 宮前区有馬 3-22-1 

高津区－５ 諏訪歩道橋際 高津区瀬田 12-30 宮前区－１０ 犬蔵中学校 宮前区犬蔵 1-10-1 

高津区－６ 高津中学校 高津区久本 3-11-2 宮前区－１１ 向丘小学校 宮前区平 1-6-1 

高津区－７ 高津小学校 高津区溝口 4-19-1 宮前区－１２ 野川中学校 宮前区野川 3142-1 

高津区－８ 溝ノ口駅前 高津区溝口 1-4-1 先 宮前区－１３ 馬絹交差点 宮前区馬絹 6-10-33 

高津区－９ 国道２４６号脇 高津区下作延 7-29-35 先 宮前区－１４ 宮崎台小学校 宮前区宮崎 3-18-2 

高津区－１０ 下作延２丁目 高津区下作延 2-20-11 先 宮前区－１５ 宮崎中学校 宮前区宮崎 107 

高津区－１１ 末長久保台 高津区末長 1-27-9 宮前区－１６ 有馬中学校 宮前区有馬 7-7-1 

高津区－１２ 川崎スイミングクラブ隣 高津区宇奈根 596-1 先 宮前区－１７ 向丘中学校 宮前区神木本町 5-11-1 

高津区－１３ 東橘中学校 高津区子母口 730 宮前区－１８ 平中学校 宮前区平 3-15-1 

高津区－１４ 新作小学校 高津区新作 1-9-1 宮前区－１９ 有馬小学校 宮前区東有馬 5-12-1 

高津区－１５ 末長小学校 高津区末長 3-8-1 宮前区－２０ 犬蔵小学校 宮前区犬蔵 1-3-1 

高津区－１６ 第三京浜ガード脇 高津区北見方 2-27-7 先 宮前区－２１ 南野川小学校 宮前区野川 2604 

高津区－１７ 二子神社 高津区二子 1-4-1 宮前区－２２ 富士見台小学校 宮前区宮前平 2-18-3 

高津区－１８ アサノセメント 高津区久地 2-6-14 宮前区－２３ 稗原小学校 宮前区水沢 3-7-1 

高津区－１９ 久地小学校 高津区久地 4-2-1 宮前区－２４ 宮崎小学校 宮前区馬絹 1-30-9 

高津区－２０ 緑ヶ丘霊園東 高津区下作延 5-23-1 宮前区－２５ 平小学校 宮前区平 6-5-1 

高津区－２１ 緑ヶ丘霊園北 高津区下作延 1539 宮前区－２６ 白幡台小学校 宮前区南平台 13-1 

高津区－２２ 緑ヶ丘霊園西 高津区上作延 33 宮前区－２７ 野川小学校 宮前区野川 1269 

高津区－２３ 森林公園南 宮前区神木本町 2-10-1 宮前区－２８ 宮前平小学校 宮前区宮前平 3-14-1 

高津区－２４ 森林公園北 宮前区神木本町 2-10 宮前区－２９ 菅生小学校 宮前区菅生 1-5-1 

高津区－２５ 橘小学校 高津区千年 1024 宮前区－３０ 土橋小学校 宮前区土橋 3-1-11 

高津区－２６ 蟹ヶ谷往古滝 高津区蟹ヶ谷 246-5 宮前区－３１ 野川さんかく公園 宮前区南野川 2-40-33 



区 局番 受信局名 設置場所 区 局番 受信局名 設置場所 

宮
前
区

宮前区－３２ 神木本町 宮前区神木本町 1-10-5 

麻
生
区

麻生区－１ 真福寺小学校 麻生区白山 5-3-1 

宮前区－３３ 平４丁目公園 宮前区平 4-17 麻生区－２ 白鳥保育園 麻生区白鳥 1-17-2 

宮前区－３４ 土橋７丁目公園 宮前区土橋 7-27-2 麻生区－３ 和光大学前 麻生区岡上 1549 

宮前区－３５ 宮崎第１公園 宮前区宮崎 1-7 麻生区－４ 古沢 麻生区古沢 405 先 

多
摩
区

多摩区－１ 宿河原 多摩区宿河原 6-38 先 麻生区－５ 柿生小学校 麻生区片平 3-3-1 

多摩区－２ 多摩高校 多摩区宿河原 5-14-1 麻生区－６ 王禅寺源内谷 麻生区王禅寺西 8-18-6 先

多摩区－３ 長尾 多摩区長尾 3-3-8 麻生区－７ 王禅寺源内谷東公園 麻生区王禅寺西 8-15-2 先

多摩区－４ 登戸駅前 多摩区登戸 3465 麻生区－８ 細山調整池 麻生区高石 3-26 先 

多摩区－５ 登戸小学校 多摩区登戸 1329 麻生区－９ 王禅寺こども公園前 麻生区王禅寺東 3-3-1 先 

多摩区－６ 東生田 多摩区東生田 2-14-2 麻生区－１０ 千代ヶ丘小学校 麻生区千代ヶ丘 8-9-1 

多摩区－７ 中野島多摩川住宅 多摩区中野島 5-2-11 麻生区－１１ 栗木台小学校 麻生区栗木台 5-15-1 

多摩区－８ 稲田公園 多摩区菅稲田堤 2-9 麻生区－１２ 南百合丘小学校 麻生区王禅寺西 1-26-1 

多摩区－９ 菅仙谷 多摩区菅仙谷 1-9-19 麻生区－１３ 虹ヶ丘小学校 麻生区虹ヶ丘 1-21-2 

多摩区－１０ 生田緑地 多摩区枡形 6-26-1 麻生区－１４ 片平小学校 麻生区片平 5-28-1 

多摩区－１１ 稲田小学校 多摩区宿河原 3-18-1 麻生区－１５ 長沢小学校 麻生区東百合ヶ丘 2-24-1 

多摩区－１２ 稲田中学校 多摩区宿河原 4-1-1 麻生区－１６ 王禅寺中央小学校 麻生区王禅寺東 4-14-1 

多摩区－１３ 中野島中学校 多摩区中野島 1-16-1 麻生区－１７ 柿生中学校 麻生区上麻生 6-40-1 

多摩区－１４ 西菅公園 多摩区菅北浦 4-13 麻生区－１８ 岡上小学校 麻生区岡上 675-1 

多摩区－１５ 菅小学校 多摩区菅 2-6-1 麻生区－１９ 麻生中学校 麻生区上麻生 4-39-1 

多摩区－１６ 日通稲田寮前 多摩区菅 6-10-1 先 麻生区－２０ 白山中学校跡地施設体育館 麻生区白山 1-1-1 

多摩区－１７ 南菅小学校 多摩区菅馬場 3-25-1 麻生区－２１ 白鳥中学校 麻生区白鳥 1-5-1 

多摩区－１８ 登戸新町住宅 多摩区登戸新町 1 麻生区－２２ 金程中学校 麻生区金程 3-16-1 

多摩区－１９ 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム前 多摩区長尾 2-9-2 先 麻生区－２３ 長沢中学校 麻生区東百合ヶ丘 4-12-1 

多摩区－２０ 生田根岸跨線橋下 多摩区枡形 4-6 麻生区－２４ 西生田中学校 麻生区高石 3-25-1 

多摩区－２１ 東生田二丁目 多摩区東生田 2-18-29 先 麻生区－２５ 麻生小学校 麻生区上麻生 3-24-1 

多摩区－２２ 本村橋交差点 多摩区登戸 2836 麻生区－２６ 王禅寺ふるさと公園 麻生区王禅寺 526-1 

多摩区－２３ 生田小学校 多摩区生田 7-22-1 麻生区－２７ 百合丘小学校 麻生区百合丘 2-1-1 

多摩区－２４ 南生田小学校 多摩区南生田 3-1-1 麻生区－２８ 金程小学校 麻生区金程 2-10-1 

多摩区－２５ 宿河原小学校 多摩区宿河原 2-1-1 麻生区－２９ 東柿生小学校 麻生区王禅寺東 6-3-1 

多摩区－２６ 菅中学校 多摩区菅城下 28-1 麻生区－３０ 王禅寺琴平神社 麻生区王禅寺東 5-46-15 

多摩区－２７ 生田中学校 多摩区三田 2-5420-2 麻生区－３１ 早野交差点 麻生区早野 573 先 

多摩区－２８ 枡形中学校 多摩区枡形 1-22-1 麻生区－３２ はるひ野小中学校 麻生区はるひ野 4-8-1 

多摩区－２９ 西菅小学校 多摩区菅北浦 4-2-1 麻生区－３３ 新百合ヶ丘駅南口前 麻生区上麻生 1-21-1 

多摩区－３０ 長尾小学校 多摩区長尾 7-28-1 麻生区－３４ 黒川汁守神社 麻生区黒川 9-1 

多摩区－３１ 中野島小学校 多摩区中野島 3-12-1 麻生区－３５ 細山８丁目公園 麻生区細山 8-20 

多摩区－３２ 東菅小学校 多摩区菅馬場 2-19-1 麻生区－３６ 岡上川井田公園 麻生区岡上 521-29 

多摩区－３３ 東生田小学校 多摩区枡形 4-9-1 麻生区－３７ 千代ヶ丘こども文化センター 麻生区千代ヶ丘 1-20-9 

多摩区－３４ 下布田小学校 多摩区布田 23-1 麻生区－３８ 多摩美こぶし公園 麻生区多摩美 2-10 

多摩区－３５ 枡形６丁目 多摩区枡形 6-10-4 先 麻生区－３９ 葉積緑地 麻生区片平 1-14 

多摩区－３６ 寺尾台第２公園 多摩区寺尾台 2-8-3 麻生区－４０ 柿生こども文化センター 麻生区上麻生 7-18-32 

多摩区－３７ 多摩区役所 多摩区登戸 1775-1 麻生区－４１ 栗木公園 麻生区栗木 1-11 

多摩区－３８ 長沢浄水場 多摩区三田 5-1-1 麻生区－４２ 王禅寺北第１公園 麻生区王禅寺東 1-12-1 

多摩区－３９ 堰交差点 多摩区堰 2-3-34 先 麻生区－４３ 早野聖地公園（道路脇） 麻生区早野 86 先 

多摩区－４０ 生田保育園 多摩区西生田 3-15-10 

多摩区－４１ 長沢諏訪公園 多摩区長沢 4-12     

多摩区－４２ 西生田中継所 多摩区西生田 5-28-1     

多摩区－４３ 生田大谷第１公園 多摩区枡形 5-19-20     


