
各都道府県の登山届提出方法一覧（2020年12月25日現在）
都道府県 登山届所轄 住所 FAX E-mail コンパス申請 警察署への提出PR 遭難者数(令和元年） 最高峰 標高 警察登山届関係HP

北海道 北海道警察本部地域企画課 〒060-8520　札幌市中央区北２条西７丁目 011-251-3535 〇 オンライン登山届申請 〇 〇 202 大雪山 2,291 北海道警察ホームページ－安全登山情報－ (hokkaido.lg.jp)

青森県 青森県警察本部地域課 〒030-0801　　青森市新町二丁目３－１ 017-723-4287 〇 〇 64 岩木山 1,625 山岳遭難・水難・雪害｜地域課│生活安全部│青森県警察 (pref.aomori.jp)

岩手県 岩手県警察本部生活安全部地域課 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸８番10号 019-621-2090 DF0009@pref.iwate.jp 〇 岩手山モバイル登山届システム 〇 43 岩手山 2,038 sangakusounan.pdf (pref.iwate.jp)

宮城県 宮城県警察本部地域部地域課 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 022-211-8979 se-tiki@mail.police.pref.miyagi.jp 〇 パソコン、スマホから登録可能 〇 〇 25 蔵王屏風岳 1,825 登山届 (pref.miyagi.jp)

秋田県 秋田県警察本部生活安全部地域課 〒010-0951 秋田市山王4丁目1-5 018-866-8061 〇 秋田県電子申請サービス 〇 62 秋田駒ヶ岳 1,637 登山計画書（登山届）の提出を | 秋田県警察 (akita.lg.jp)

山形県 山形県警察本部地域課 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 023-626-0110 :※ q15I82aO@pref.yamagata.jp 〇 県ポータルサイト「やまがた山」他複数あり 〇 77 鳥海山 2,236 インターネットでも登山届を受け付けています　～登山届は、あなたの命綱～ | 山形県警察 (pref.yamagata.jp)

福島県 福島県警察本部地域部「総合運用指令課」 〒960-8686 福島市杉妻町2-16 024-521-6480 fp-tiiki_anzen@police.pref.fukushima.jp　 〇 〇 80 燧ケ岳 2,356 登山届 (pref.fukushima.jp)

茨城県 茨城県警察本部地域部地域課 〒310-8550　水戸市笠原町978-6 029-301-0110 :※ 〇 「いばらき電子申請・届出サービス」 〇 11 八溝山 1,022 https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a06_shinsei/mountain_climbing/index.html

栃木県 栃木県警察本部地域課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 〇 栃木県電子申請システム 〇 〇 55 日光白根山 2,578 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/info/tozan-chukounen.html

群馬県 群馬県警察本部地域課 〒370-8580 前橋市大手町1-1-1 〇 ぐんま電子申請受付システム 〇 〇 81 日光白根山 2,578 tozan.html 群馬県警察 (pref.gunma.jp)

群馬県谷川岳登山センター（谷川岳危険地区） 〒379-1728 利根郡みなかみ町湯檜曽 0278-72-3688 :※ × 谷川岳危険地域は電子申請不可 ― ◎義務化

埼玉県 埼玉県警察本部地域課 〒330-8533 さいたま市浦和区高砂3-15-1 〇 埼玉県警電子申請届出サービス 〇 50 三宝山 2,483 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/d0010/kurashi/sangaku.html

千葉県 千葉県警察本部地域課 〒260-0854 千葉市中央区長洲１丁目９－１ メール・FAX・電子申請・コンパス不可 〇 17 愛宕山 408 https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000028723.pdf

東京都 警視庁　災害対策課　特殊救助隊 〒100-8929　東京都千代田区霞が関2丁目1番1号 03-3581-4321（警視庁代表） 〇 〇 106 雲取山 2,017 東京都で登山をする方へ　警視庁 (metro.tokyo.jp)

神奈川県 神奈川県警察本部地域部地域総務課 〒231-0002 横浜市中区海岸通2-4 045-211-1212 :※ 〇 神奈川県警察登山届提出 〇 〇 104 蛭ヶ岳 1,673 神奈川県警察/登山を楽しく安全に　山岳遭難防止 (pref.kanagawa.jp)

新潟県 新潟県警察本部地域部地域課 〒950-8553　新潟市中央区新光町４番地１ 025-284-5301 tozan@police.pref.niigata.jp 〇（県が締結） 〇 109 小蓮華山 2,766 登山情報 - 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp)

富山県 富山県警察本部地域部山岳安全課 〒930-8501　富山市新総曲輪1-7 076-441-2211（代表）月～金曜日　8:30～17:00 kenkei01@tpp.pref.toyama.lg.jp 〇 〇 147 立山 3,015 登山計画書等提出先｜富山県警察 (pref.toyama.jp)

富山県自然保護課（剱岳周辺・冬季） 〒930-8501　富山市新総曲輪1-7 076-444-4430 ashizenhogo@pref.toyama.lg.jp 〇 富山県電子申請サービス(冬季・スキー）

石川県 石川県警察本部生活安全部地域課 〒920-8553 金沢市鞍月1丁目1番地 076-266-3144 〇 インターネット申請(白山：県、その他：県警) 〇（県が締結） 〇 32 白山 2,702 登山届の提出に関すること - 石川県警察本部 (ishikawa.lg.jp)

福井県 福井県警察本部生活安全部地域課 〒910-8515　福井市大手3丁目17-1 0776-25-0347 〇 福井県警登山届電子申請 〇 10 越前三ノ峰 2,095 https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/seanbu/tiikik/sangaku/densisinsei.html

山梨県 山梨県警察本部生活安全部地域課 〒400-8586 山梨県甲府市丸の内1-6-1 055-224-1180 kst-chiiki@pref.yamanashi.lg.jp（山梨県観光資源課） (コンパスに移行) 〇 (森林の約半分は県有林で県が管轄） 165 富士山 3,776 https://www.pref.yamanashi.jp/police/p_tiiki/sangaku/teishutuhouhou.html

長野県 長野県警察本部地域部山岳安全対策課 〒380-8510 長野市大字南長野字幅下692-2 03-6862-5035 〇 ながの電子申請サービス 〇 〇 265 奥穂高岳 3,190 登山計画書を届出しましょう／長野県 (nagano.lg.jp)

岐阜県 岐阜県庁危機管理部防災課（北アルプス） 〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号 058-271-4119 gifu-tozan@govt.pref.gifu.jp 〇 オンライン届 〇（県が締結） (北アルプスは県が管轄) 84 奥穂高岳 3,190 岐阜県北アルプス山岳遭難対策協議会～北アルプス岐阜県側山岳情報～ (kitaalpsgifu.jp)

岐阜県 岐阜県警察本部地域課（その他） 〒500-8501　岐阜市薮田南2-1-1 058-274-0698 c18885@pref.gifu.lg.jp 〇 オンライン届 〇 登山計画書届け出 - 岐阜県公式ホームページ (gifu.lg.jp)

静岡県 静岡県警察本部地域課静岡県警察山岳遭難救助隊 〒420-8610　葵区追手町9番6号 054-271-3776 〇 ふじのくに電子申請サービス 〇 〇 90 富士山 3,776 登山計画書について／静岡県警察 (pref.shizuoka.jp)

愛知県 愛知県警察本部地域部地域総務課　指導第一係 〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1 052-951-1611 :※ メール・電子申請・コンパス不可
（必須としていない。

出すなら郵送またはFAX）
25 茶臼山 1,415 登山計画（登山届）について - 愛知県警察 (pref.aichi.jp)

三重県 三重県警察本部地域課 〒514-8514 津市栄町1-100 メール・FAX・電子申請不可 ○ 〇 74 日出ヶ岳 1,695 三重県警察オフィシャルサイト／Mie Prefectural Police Headquaters

滋賀県 滋賀県警察本部地域課 〒520-8501 大津市打出浜1番10号 〇 滋賀県警インターネット登山箱 〇 〇 67 伊吹山 1,377 山岳情報・インターネット登山届｜滋賀県警 (shiga.lg.jp)

京都府 京都府警察本部地域課企画係 〒602-8041 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85-3・85-4合地 〇 京都府警インターネット登山計画書提出システム 〇 〇 32 皆子山 972 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/tiiki/sangaku/

大阪府 大阪府警察本部 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前３丁目１-11 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 （不明） 6 大和葛城山 959 ホームページなし

兵庫県 兵庫県警察本部地域部地域企画課地域安全係 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４－１ 078-341-5535 〇 登山届提出の決まりはないとし、警察への提出も可としている 126 氷ノ山 1,510 兵庫県警察－許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること　０２２ (hyogo.lg.jp)

奈良県 奈良県警察本部生活安全部地域課 〒630-8213　奈良市登大路町80番地 0742-22-1046 :※ seian-tiikika@police.pref.nara.jp 〇メールにての提出を求めている 46 八経ヶ岳 1,915 山岳遭難対策 | 奈良県警察本部 (pref.nara.jp)

和歌山県 和歌山県警察本部生活安全部地域指導課 〒640-8588 和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地１ 073-423-0110 :※ メール・電子申請・コンパス不可 〇 8 龍神岳 1,382 相談・申請・手続き｜その他の届出｜和歌山県警察ホームページ (wakayama.lg.jp)

鳥取県 鳥取県警察本部生活安全部地域課 〒680-8520 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地 0857-23-0110 :※ 〇 とりネット 〇 〇 28 大山 1,729 大山登山情報/とりネット/鳥取県公式サイト (tottori.lg.jp)

島根県 島根県警察本部生活安全部地域課（地域企画係） 〒690-8510　島根県松江市殿町8-1 0852-26-4433 〇 〇 12 恐羅漢山 1,346 島根県警察：コンパスの利用した登山計画と登山届の提出 (shimane.lg.jp)

岡山県 岡山県警察本部 〒700-0824 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号 〇 〇 11 後山 1,345 『登山届』の提出方法 - 岡山県ホームページ (pref.okayama.jp)

広島県 広島県警察本部地域部地域課指導係 〒730－8507 広島市中区基町９番42号 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 〇 22 恐羅漢山 1,346 安全で楽しい登山のために | 広島県警察 (hiroshima.lg.jp)

山口県 山口県警察本部 〒753-8504　山口市滝町1-1 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 （不明） 5 寂地山 1,337 ホームページなし

徳島県 徳島県警察本部生活安全部地域課 〒770-8510 徳島県徳島市万代町2丁目5番地1 〇 〇 11 剣山 1,955 tozan.pdf (pref.tokushima.jp)

香川県 香川県警察本部 〒760-0017 高松市番町四丁目1番10号 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 （不明） 5 竜王山 1,060 ホームページなし

愛媛県 愛媛県警察本部地域課 〒790-8573　松山市南堀端町2番地2 〇 〇 18 石鎚山 1,982 https://www.police.pref.ehime.jp/kumakogen/15.chiiki/chiiki.html

高知県 高知県警察本部生活安全部地域課 〒780-8544　高知市丸ノ内二丁目4番30号 088-871-1718 〇 高知県警HPからの申請 〇 4 三嶺 1,893 登山計画書の提出について | 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」 (kochi.lg.jp)

福岡県 福岡県警察本部 〒 812-8576 福岡県福岡市博多区東公園7-7 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 〇(英彦山中心に持参を原則) 33 釈迦岳 1,230 福岡県警察 山岳遭難防止について (pref.fukuoka.jp)

佐賀県 佐賀県警察本部生活安全部地域課 〒840-8540 佐賀市松原1丁目1番16号 0952-28-0568 〇 県警へインターネット申し込み 〇 8 経ヶ岳 1,076 佐賀県警察本部 登山計画書の作成と提出は安全登山の第一歩！ (pref.saga.jp)

長崎県 長崎県警察本部地域課 〒850-8548 長崎県長崎市万才町4番8号 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 〇 13 雲仙岳 1,486 登山計画書（登山届）［地域部］ ｜ 長崎県警察（Nagasaki Prefectural Police）

熊本県 熊本県警察本部生活安全部地域課 〒862-8610　熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096－385－0020 sangaku@police.pref.kumamoto.jp 〇 県警へインターネット申し込み、携帯電話からの申請も可能 〇 11 国見岳 1,739 登山届の提出(山岳遭難事故防止) / 熊本県警察 (pref.kumamoto.jp)

大分県 大分県警察本部地域課 〒870-8501　大分市大手町3丁目1番1号 097-536-2131 :※ 〇 県警へインターネット申し込み 〇 35 九重山中岳 1,791 大分県警察本部 - 大分県ホームページ (pref.oita.jp)

宮崎県 宮崎県警察本部地域課 〒880－8509 宮崎市旭1丁目8－28 0985-31-0110 :※ 〇 県警へインターネット申し込み 〇 27 祖母山 1,756 宮崎県警察本部|登山届(計画書)の提出について (miyazaki.lg.jp)

鹿児島県 鹿児島県警察本部生活安全部地域課 〒890-8566 鹿児島市鴨池新町10番1号 〇 〇 18 宮之浦岳 1,936 鹿児島県警察／登山の際の留意事項 (pref.kagoshima.jp)

沖縄県 沖縄県警察本部地域課 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 メール・FAX・電子申請・コンパス不可 （不明） 9 於茂登岳 526 ホームページなし

独自の電子申請
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https://www.police.pref.saga.jp/seian/anzen/matidukuri/_3538.html
https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/shinsei/chiikibu/tozan-keikakusho/
https://www.pref.kumamoto.jp/police/page119.html
https://www.pref.oita.jp/site/keisatu/tozan.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/shinsei/tozantodoke.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ja10/police/shinsei/sonota/tozannosainoryuuijikoui.html

