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令　和　3　年　5　月

総務局緊急対策課

横浜市防災スピーカーの運用及び設置工事について

1　防災スピーカーからの放送について

　災害時の情報伝達手段のさらなる充実のために設置した「防災スピーカー」

について、各区役所から、各区独自の緊急を要する防災情報などを放送できる

ようになりました。

【放送内容】

これまでの ・ 国民保護情報、緊急地震速報（震度5弱以上）、
　　　　　弔

放送内容 大津波警報、津波警報、津波注意報、噴火特別警報、

気象特別警報、噴火速報

・ その他の本市全域に関わる緊急情報

今後可能となる ・ 各区判断による、緊急を要する防災情報及び緊急情報

放送内容

2　防災スピーカーの設置工事について

　防災スピーカーは令和元年度から3年度までの3か年にわたって設置工事

を進めています。

　令和3年4月までに100か所の設置工事が完了しており、令和3年度は90

か所の設置工事を実施します。詳細な設置場所は次ページ以降のスピーカー設

置工事場所一覧表でご確認ください。

【参考】Jアラートの全国一斉情報伝達試験

　総務省消防庁等がJアラートを用いて、試験情報の受信及びスピーカー等の

起動を確認する目的で、例年実施しています。本年度は3回実施予定です。

　放送場所は、上記の防災スピーカー並びに沿岸部の津波警報用スピーカー

120か所及び津波浸水予測区域内にある地域防災拠点の校内スピーカー20か

所です。

（1）令和3年5月19日（水）午前11時頃

（2）令和3年10月6日（水）午前11時頃

（3）令和4年2．月16日（水）午前11時頃

【お問い合わせ先】

横浜市総務局危機管理室

緊急対策課システム担当

（電話）045－671－3458



スピーカー設置場所一覧表

設置場所一覧（令和3年4月までの設置工事完了分）

区名 拠点名 区名 拠点名 区名 拠点名

市場小学校 桜台小学校 青葉区役所

新鶴見小学校 瀬戸ヶ谷小学校 恩田小学校

末吉消防出張所 常盤台小学校 鉄小学校
鶴見区

豊岡小学校
保土ケ谷区

保土ケ谷区役所
青葉区

奈良小学校

東台小学校 保土ケ谷中学校 奈良の丘小学校

矢向消防出張所 本陣消防出張所 山内中学校

神奈川中学校 旭区役所 北山田消防出張所

栗田谷中学校 さちが丘小学校 茅ヶ崎中学校

錦台中学校 さちが丘消防出張所 都筑区役所
神奈川区

松見消防出張所
旭区

白根小学校
都筑区

都筑小学校

松本中学校 東希望が丘小学校 東山田小学校

南神大寺小学校 二俣川小学校 南山田小学校

軽井沢中学校 岡村小学校 汲沢中学校

西区 境之谷消防出張所 岡村中学校 境木小学校

西消防署 磯子区 さわの里小学校 戸塚消防署

大鳥小学校 浜中学校
戸塚区

東品濃小学校

立野小学校 洋光台第四小学校 東俣野小学校

中区 本牧和田消防出張所 小田小学校 深谷中学校

山元小学校 高舟台小学校 飯島小学校

山元町消防出張所 金沢区 富岡消防出張所 笠間小学校

井土ヶ谷小学校 西柴中学校 小菅ヶ谷小学校

大岡小学校 能見台南小学校
栄区

栄区役所

南区 藤の木小学校 大曽根小学校 桜井小学校

南が丘中学校 北綱島小学校 庄戸小学校

南小学校 港北区役所 泉区役所

港南区役所（移転後） 港北区 下田小学校 葛野小学校

桜岡小学校 綱島小学校 中田小学校

下永谷小学校 新田中学校
泉区

西が岡小学校
港南区

芹が谷消防出張所 日吉南小学校 東中田小学校

永谷小学校 鴨居小学校 領家中学校

日野小学校 鴨居消防出張所 阿久和消防出張所

緑区 鴨居中学校 瀬谷小学校

十日市場消防出張所 瀬谷区 瀬谷第二小学校

長津田消防出張所 原中学校

南瀬谷小学校

〆

設置場所一覧（令和3年上期工事・令和3年10月運用開始（予定））

区名 拠点名 区名 拠点名 区名 拠点名

寺尾小学校 旧左近山第二小学校 荏田南小学校
鶴見区

矢向中学校
旭区

本宿中学校
都筑区

仲町台消防出張所

神橋小学校 汐見台中学校 上矢部小学校

神奈川区 斎藤分小学校
磯子区

森中学校
戸塚区

豊田中学校

白幡小学校 釜利谷小学校 桂台中学校

西区 西区役所
金沢区

能見台消防出張所
栄区

旧野七里小学校

中区 間門小学校 駒林小学校 いずみ野中学校

蒔田小学校 港北区 大豆戸小学校
泉区

中田中学校
南区

南中学校 太尾小学校 相沢小学校

永野小学校 緑区役所
瀬谷区

瀬谷区役所
港南区

日下小学校
緑区

三保小学校

坂本小学校 青葉台消防出張所
保土ケ谷区

藤塚小学校
青葉区

山内小学校

設置場所一覧（令和3年下期工事・令和4年4月運用開始（予定））

区名 拠点名 区名 拠点名 区名 拠点名

上の宮中学校 上川井小学校 北山田小学校

末吉小学校 旭区 都岡消防出張所 都筑区 中川西中学校
鶴見区

寺尾消防出張所 若葉台小学校 山田小学校

馬場小学校 洋光台消防出張所 秋葉小学校

青木小学校 磯子区 洋光台第三小学校 戸塚区 品濃小学校

神奈川区 三ツ沢小学校 洋光台第二小学校 名瀬小学校

六角橋中学校 釜利谷南小学校 上郷小学校

永田小学校 金沢区 富岡小学校 栄区 公田小学校

永田台小学校 能見台小学校 小山台小学校

南区 別所小学校 新吉田小学校 泉が丘中学校

六っ川西小学校 港北区 港北小学校 泉区 新橋小学校

六ツ川中学校 綱島東小学校 緑園消防出張所

上永谷中学校 青砥第三公園 阿久和小学校

港南台第一中学校 いぶき野小学校 上瀬谷小学校
港南区

港南台第二小学校
緑区

十日市場中学校
瀬谷区

大門小学校

下野庭小学校 山下小学校 原小学校

岩崎小学校 鴨志田緑小学校

保土ケ谷区 権太坂消防出張所 青葉区 瞼山小学校

富士見台小学校 田奈小学校


