




 

 

国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート） 

の全国一斉情報伝達訓練などについて（お知らせ） 
 

 

下記のとおり、全国一斉情報伝達訓練放送（第３回）を行います。 

この訓練放送は、総務省消防庁等が地震・津波などの災害時等に備え、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート※）を用いて、訓練情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、実施す

るものです。あわせて、本市による津波警報伝達システムの試験放送を行います。 
※Ｊアラートとは、緊急地震速報、津波情報、武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に

お伝えするシステムです。 

 

１ 日  時（予定） 

平成 30年 11 月 21日（水）午前 11時 00分頃：国が実施する全国一斉情報伝達訓練 

午前 11時 10分頃：横浜市が実施する津波警報伝達システム試験放送 

 

２ 放送場所 市内 140か所（裏面をご確認ください。） 

  ※ただし、横浜市が実施する津波警報伝達システム試験放送は戸塚区の５か所を除く

135か所で行います。 

 

３ 放送内容等 

【全国一斉情報伝達訓練放送】 

 

 

  

  

 【津波警報伝達システム試験放送】 

 

 

 

 

 

 

 

※災害等により訓練放送を中止する場合には、ホームページでお知らせします 

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/tsunami/20130401115812.html 

 

４ その他の情報伝達手段による防災情報の試験配信 

本市では、全国一斉情報伝達訓練放送に合わせて、その他の情報伝達手段による 

防災情報の試験配信（午前 10時 45分頃）を行います。詳細は裏面をご覧ください。 

 

【お問い合わせ先】横浜市総務局危機管理室情報技術課（電話）671-4141 

 

 

♪ピンポンパンポン（上り４音チャイム） 

「これは、Ｊアラートのテストです。」（３回繰り返し） 

♪ピンポンパンポン（下り４音チャイム） 

裏面をご覧ください 

平 成 3 0 年 1 0 月 

総 務 局 情 報 技 術 課 

♪ピンポンパンポン（上り）こちらは横浜市です。ただいまから試験放送を行います。 

サイレン ウー 約３秒 × ４回 

訓練、訓練、訓練、訓練 

サイレン ウー 約３秒 × ４回 

訓練、訓練、訓練、訓練 

サイレン ウー 約３秒 × ４回 

これで、試験放送を終了します。 ♪ピンポンパンポン（下り） 



 

１ 放送場所 
区 名 称 区 名 称 区 名 称 

鶴見区 

 鶴見区総合庁舎 

西区 

 岡野中学校 保土ケ谷 

区 

 天王橋付近 

 潮田中学校  高島一丁目国道脇 ※帷子小学校 

 寛政中学校  平沼橋付近 

磯子区 

 根岸地域ケアプラザ 

 汐入小学校  浅山橋付近  根岸小学校 

 生麦小学校  臨港パーク  八幡橋交差点付近 

 生麦貝ノ浜緑地公園  西スポーツセンター  磯子消防署 

 市営生麦住宅  平沼一丁目付近  新磯子町付近 

 中央卸売市場食肉市場  平沼さわやか公園  磯子海づり施設付近 

 北部第二水再生センター  平沼小学校  磯子区総合庁舎 

 大黒町第一公園  日本丸メモリアルパーク  屏風浦小学校 

 大黒ふ頭 T-1号緑地 

中区 

 カップヌードルミュージアムパーク  磯子スポーツセンター 

大黒海づり施設  赤レンガパーク ※磯子小学校 

 その他、大黒ふ頭内（26基）  運河パーク ※森東小学校 

鶴見水上消防出張所  横浜市健康福祉総合センター ※杉田小学校 

※市場中学校  象の鼻パーク ※根岸中学校 

※入船小学校  山下公園 

金沢区 

 横浜ベイサイドマリーナ 

※下野谷小学校  山下ふ頭  中央卸売市場南部市場 

※鶴見小学校  横浜市研修センター  １号幹線沿緑地 

※鶴見中学校  横浜市庁舎  並木第一小学校 

神 奈 川 区 

 入江川公園  中消防署  金沢工場 

 入江二丁目公園  本牧ふ頭 A突堤  長浜水路沿緑地 

 新子安駅駐輪場付近  本牧ふ頭 B突堤  海辺の散歩道 

 旧七島町子供の遊び場  山下町公園  小柴崎緑道 

 浦島消防出張所  みなと総合高等学校  海の公園 

 宝町付近  みなと赤十字病院  八景小学校 

 出田町ふ頭 B緑地  本牧ふ頭 D突堤  八景島 

 神奈川区総合庁舎  本牧漁業組合裏バス停付近  金沢小学校 

 神奈川水再生センター  根岸交番前付近  柳町コミュニティハウス 

 鶴屋町交差点付近  本牧市民公園  野島公園詰所付近 

 中央卸売市場本場  南本牧ふ頭  横浜市野島青少年研修センター付近 

※神奈川小学校 ※本町小学校  六浦中学校 

※幸ケ谷小学校 ※港中学校 ※並木中央小学校 

西区 

 首都高横浜駅西口出口付近 ※横浜吉田中学校 ※文庫小学校 

 高島二丁目東口第２駐輪場 

南区 

 富士見川公園付近 ※六浦小学校 

 内海橋付近  南吉田小学校 

戸塚区 

戸塚小学校 

 横浜駅東口バスターミナル付近  日枝小学校 東戸塚小学校 

 相鉄口交番付近 ※南太田小学校 舞岡小学校 

 岡野町交差点付近 ※共進中学校 舞岡中学校 

※：校内スピーカーからのみ放送 旧俣野小学校 

 

２ その他の情報伝達手段について 

 ① 防災情報Ｅメール（登録方法は、下記「３」をご覧ください。） 

 ② 横浜市危機管理室ツイッター（https://twitter.com/yokohama_saigai） 

 ③ 横浜市危機管理室ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/） 

 ④ Yahoo!防災速報（登録方法は、下記「４」をご覧ください。） 

 ⑤ tvkデータ放送（テレビの「dボタン」→「県内市町村情報」→「横浜市」→「防災情報」） 

 
 
３ 横浜市防災情報Ｅメール登録方法 

  あらかじめ登録したパソコン・携帯電話に防災情報等が配信されます。 

■二次元コードを読み取り 

■空メールを送信 entry-yokohama@bousai-mail.jp 
 

４ 防災アプリ登録方法 
  「Yahoo！防災速報」アプリをインストールしていただくことで、横浜市 

  の防災情報等をスマートフォン等で受信できます。 

アプリをインストール⇒  

参考 

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/
mailto:entry-yokohama@bousai-mail.jp












日時：平成30年12月4日(火)
14:00-15:30(セミナー)
15:30-16:30(個別相談)

場所：磯子区役所1階磯子公会堂第1・2集会室

発表：当事者のご家族による経験談
コーディネーター：渡辺克美
（よこはま南部ユースプラザ施設長）

対象：社会参加に困難を抱える若者(15歳～39歳)のご家族、

地域で関心のある方

◇セミナー◇
社会参加がうまくできず、孤立してしまう若者にどのように接することが良いの
か？ともに苦悩して来られたご家族の経験やその当時の想いなどをお話しいた
だき、今、目の前で苦しむ若者と向き合うご家族の方のヒントとなるような機会に
なればと思っています。また、地域で家族が孤立しないためにできることなど若者
支援に関心のある方と一緒に考えていけたらと思います。

※セミナーは、当日先着50名 無料

◇個別相談◇
当日、不登校・不就労の若者の個別相談をセミナー後に行います。
先着6名 相談時間は、１人15分から20分の予定。相談員2名。）無料
※個別相談をご希望の方は11月12日(月)からの申し込み受け付け。

（11月29日(木)までに下記の電話でお申し込み下さい。）

電話受付：０４５－７６１－４３２３ よこはま南部ユースプラザ事務局

主催： よこはま南部ユースプラザ

後援： 磯子区

平成30年度

社会参加に困難を抱える若者について考えるセミナー＆相談会

「不登校・不就労の若者とどう向き合うか？」
～本人も家族も孤立させない、地域作り～

平成30年度

社会参加に困難を抱える若者について考えるセミナー＆相談会

「不登校・不就労の若者とどう向き合うか？」
～本人も家族も孤立させない、地域作り～

お問合せ＆お申込み

よこはま南部ユースプラザ
（磯子区磯子3-4-23浜田ビル2階）

TEL：045－761-4323

FAX：045－761-4023







〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

消 情費 報生 活

くらしナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター

月次相談リポート

「着物など何でも買取ります」と
うたう貴金属の訪問購入に注意

平成30（2018）年  10月号

お互いに　一声かけて見守りを！

　「着物や履物、テレフォンカード」などの買取りを
口実に訪問し、貴金属や高価な時計を安く買い取る
訪問購入業者のトラブルが後をたちません。

●�「着物や靴を買取る」はずが、貴金属はないか
　と言われ、強引に格安の値段で買い取られた。

●「外箱はありませんか」と言われ、探しに
　行っている隙に高価な時計やアクセサリーを
　盗まれたかもしれない。

一人暮らしの高齢者がターゲット
になっています。１人のときに
業者を家にあげるのは慎重に！






