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別記－１ 
 

横浜市開発事業の調整等に関する条例 
雨水流出抑制施設の設置基準 

～雨水流出抑制施設設置解除区域～ 
 
注）各区町名表示のうち、(一部)と記述されている場合、設置除外区域の境界線が町域を分断している

ため、詳細確認が必要です。そのため、別途、道路局河川部河川管理課（協議指導担当）の窓口でご

確認ください。 

【鶴見区】 
朝日町(ｱｻﾋﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
安善町(ｱﾝｾﾞﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
市場上町(ｲﾁﾊﾞｶﾐﾁｮｳ) 
市場下町(ｲﾁﾊﾞｼﾓﾁｮｳ) 
市場西中町(ｲﾁﾊﾞﾆｼﾅｶﾁｮｳ) 
市場東中町(ｲﾁﾊﾞﾋｶﾞｼﾅｶﾁｮｳ) 
市場富士見町(ｲﾁﾊﾞﾌｼﾞﾐﾁｮｳ) 
市場大和町(ｲﾁﾊﾞﾔﾏﾄﾁｮｳ) 
潮田町(ｳｼｵﾀﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
江ケ崎町(ｴｶﾞｻｷﾁｮｳ) 
扇島(ｵｳｷﾞｼﾏ) 
小野町(ｵﾉﾁｮｳ) 
梶山(ｶｼﾞﾔﾏ)一丁目(一部) 
梶山(ｶｼﾞﾔﾏ)二丁目(一部) 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)一丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)二丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)三丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)四丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)五丁目(一部) 
上の宮(ｶﾐﾉﾐﾔ)一丁目 
上の宮(ｶﾐﾉﾐﾔ)二丁目(一部) 
寛政町(ｶﾝｾｲﾁｮｳ) 
岸谷(ｷｼﾔ)一丁目 
岸谷(ｷｼﾔ)二丁目 
岸谷(ｷｼﾔ)三丁目 
岸谷(ｷｼﾔ)四丁目 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)一丁目 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)二丁目 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)三丁目(一部) 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)四丁目(一部) 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)六丁目(一部) 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)七丁目(一部) 
駒岡(ｺﾏｵｶ)一丁目(一部) 
駒岡(ｺﾏｵｶ)三丁目(一部) 
駒岡(ｺﾏｵｶ)四丁目(一部) 
栄町通(ｻｶｴﾁｮｳﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
汐入町(ｼｵｲﾘﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
獅子ケ谷(ｼｼｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
獅子ケ谷(ｼｼｶﾞﾔ)三丁目(一部) 
下野谷町(ｼﾀﾉﾔﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
尻手(ｼｯﾃ)一丁目 
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【鶴見区の続き】 
尻手(ｼｯﾃ)二丁目 
尻手(ｼｯﾃ)三丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)一丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)二丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)三丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)四丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)五丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)六丁目 
末広町(ｽｴﾋﾛﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
菅沢町(ｽｶﾞｻﾜﾁｮｳ) 
諏訪坂(ｽﾜｻﾞｶ) 
大黒町(ﾀﾞｲｺｸﾁｮｳ) 
大黒ふ頭(ﾀﾞｲｺｸﾌﾄｳ) 
大東町(ﾀﾞｲﾄｳﾁｮｳ) 
佃野町(ﾂｸﾉﾁｮｳ) 
鶴見(ﾂﾙﾐ)一丁目 
鶴見(ﾂﾙﾐ)二丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)一丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)二丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)三丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)四丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)五丁目 
寺谷(ﾃﾗﾔ)一丁目 
寺谷(ﾃﾗﾔ)二丁目 
豊岡町(ﾄﾖｵｶﾁｮｳ) 
仲通(ﾅｶﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)一丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)二丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)三丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)四丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)五丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)一丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)二丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)三丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)四丁目(一部) 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)五丁目(一部) 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)六丁目(一部) 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)七丁目(一部) 
浜町(ﾊﾏﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)一丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)二丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)三丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)四丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)五丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)六丁目 
東寺尾北台(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵｷﾀﾀﾞｲ) 
東寺尾中台(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵﾅｶﾀﾞｲ) 
東寺尾東台(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵﾋｶﾞｼﾀﾞｲ) 
平安町(ﾍｲｱﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
弁天町(ﾍﾞﾝﾃﾝﾁｮｳ) 
本町通(ﾎﾝﾁｮｳﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
三ツ池公園(ﾐﾂｲｹｺｳｴﾝ)(一部) 
向井町(ﾑｶｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
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元宮(ﾓﾄﾐﾔ)一丁目 
元宮(ﾓﾄﾐﾔ)二丁目 
矢向(ﾔｺｳ)一丁目 
矢向(ﾔｺｳ)二丁目 
矢向(ﾔｺｳ)三丁目 
矢向(ﾔｺｳ)四丁目 
矢向(ﾔｺｳ)五丁目 
矢向(ﾔｺｳ)六丁目 

 
【神奈川区】 

青木町(ｱｵｷﾁｮｳ) 
旭ケ丘(ｱｻﾋｶﾞｵｶ) 
出田町(ｲｽﾞﾀﾁｮｳ) 
泉町(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ) 
入江(ｲﾘｴ)一丁目 
入江(ｲﾘｴ)二丁目 
浦島丘(ｳﾗｼﾏｵｶ) 
浦島町(ｳﾗｼﾏﾁｮｳ) 
恵比須町(ｴﾋﾞｽﾁｮｳ) 
大口通(ｵｵｸﾞﾁﾄﾞｵﾘ) 
大口仲町(ｵｵｸﾞﾁﾅｶﾏﾁ) 
大野町(ｵｵﾉﾁｮｳ) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)一丁目(一部) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)二丁目(一部) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)三丁目(一部) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)五丁目(一部) 
神奈川(ｶﾅｶﾞﾜ)一丁目 
神奈川(ｶﾅｶﾞﾜ)二丁目 
神奈川本町(ｶﾅｶﾞﾜﾎﾝﾁｮｳ) 
上反町(ｶﾐﾀﾝﾏﾁ) １丁目・２丁目 
神之木台(ｶﾐﾉｷﾀﾞｲ)  
神之木町(ｶﾐﾉｷﾁｮｳ) 
亀住町(ｶﾒｽﾞﾐﾁｮｳ) 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)一丁目 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)二丁目 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)三丁目 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)四丁目(一部) 
桐畑(ｷﾘﾊﾞﾀｹ) 
金港町(ｷﾝｺｳﾁｮｳ) 
栗田谷(ｸﾘﾀﾔ) 
幸ケ谷(ｺｳｶﾞﾔ) 
子安台(ｺﾔｽﾀﾞｲ)一丁目 
子安台(ｺﾔｽﾀﾞｲ)二丁目 
子安通(ｺﾔｽﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目 
斎藤分町(ｻｲﾄｳﾌﾞﾝﾁｮｳ) 
栄町(ｻｶｴﾁｮｳ) 
沢渡(ｻﾜﾀﾘ) 
三枚町(ｻﾝﾏｲﾁｮｳ)（一部） 
白幡上町(ｼﾗﾊﾀｶﾐﾁｮｳ) 
白幡町(ｼﾗﾊﾀﾁｮｳ) 
白幡仲町(ｼﾗﾊﾀﾅｶﾁｮｳ) 
白幡西町(ｼﾗﾊﾀﾆｼﾁｮｳ) 
白幡東町(ｼﾗﾊﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳ) 



第２章 開発事業に係る手続 

54 

【神奈川区の続き】 
白幡南町(ｼﾗﾊﾀﾐﾅﾐﾁｮｳ) 
白幡向町(ｼﾗﾊﾀﾑｶｲﾁｮｳ) 
新浦島町(ｼﾝｳﾗｼﾏﾁｮｳ) １丁目・２丁目 
新子安(ｼﾝｺﾔｽ)一丁目 
新子安(ｼﾝｺﾔｽ)二丁目 
新町(ｼﾝﾏﾁ) 
鈴繁町(ｽｽﾞｼｹﾞﾁｮｳ) 
台町(ﾀﾞｲﾏﾁ) 
高島台(ﾀｶｼﾏﾀﾞｲ) 
宝町(ﾀｶﾗﾁｮｳ) 
立町(ﾀﾃﾏﾁ) 
反町(ﾀﾝﾏﾁ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
千若町(ﾁﾜｶﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目 
鶴屋町(ﾂﾙﾔﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目 
富家町(ﾄﾐﾔﾁｮｳ) 
鳥越(ﾄﾘｺﾞｴ) 
中丸(ﾅｶﾏﾙ) 
七島町(ﾅﾅｼﾏﾁｮｳ) 
西大口(ﾆｼｵｵｸﾞﾁ) 
西神奈川(ﾆｼｶﾅｶﾞﾜ)一丁目 
西神奈川(ﾆｼｶﾅｶﾞﾜ)二丁目 
西神奈川(ﾆｼｶﾅｶﾞﾜ)三丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)一丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)二丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)三丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)四丁目 
二本榎(ﾆﾎﾝｴﾉｷ) 
白楽(ﾊｸﾗｸ) 
羽沢町(ﾊｻﾞﾜﾁｮｳ) (一部) 
橋本町(ﾊｼﾓﾄﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目 

東神奈川(ﾋｶﾞｼｶﾅｶﾞﾜ)一丁目 

東神奈川(ﾋｶﾞｼｶﾅｶﾞﾜ)二丁目 

平川町(ﾋﾗｶﾜﾁｮｳ) 

広台太田町(ﾋﾛﾀﾞｲｵｵﾀﾏﾁ) 

二ツ谷町(ﾌﾀﾂﾔﾁｮｳ) 

星野町(ﾎｼﾉﾁｮｳ) 

松ケ丘(ﾏﾂｶﾞｵｶ) 

松見町(ﾏﾂﾐﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目(一部)・４丁目(一部) 

松本町(ﾏﾂﾓﾄﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 

瑞穂町(ﾐｽﾞﾎﾁｮｳ) 

三ツ沢上町(ﾐﾂｻﾞﾜｶﾐﾏﾁ) 

三ツ沢下町(ﾐﾂｻﾞﾜｼﾓﾏﾁ) 

三ツ沢中町(ﾐﾂｻﾞﾜﾅｶﾏﾁ) 

三ツ沢西町(ﾐﾂｻﾞﾜﾆｼﾏﾁ) 

三ツ沢東町(ﾐﾂｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾏﾁ) 

三ツ沢南町(ﾐﾂｻﾞﾜﾐﾅﾐﾏﾁ) 

守屋町(ﾓﾘﾔﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

山内町(ﾔﾏﾉｳﾁﾁｮｳ) 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)一丁目 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)二丁目 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)三丁目 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)四丁目 
六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)五丁目 
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六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)六丁目 

 
【西区】 

全域解除区域 
 
【中区】 

全域解除区域 
 
【南区】 

井土ケ谷上町(ｲﾄﾞｶﾞﾔｶﾐﾏﾁ) 
井土ケ谷下町(ｲﾄﾞｶﾞﾔｼﾓﾏﾁ) 
井土ケ谷中町(ｲﾄﾞｶﾞﾔﾅｶﾏﾁ) 
浦舟町(ｳﾗﾌﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
永楽町(ｴｲﾗｸﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
榎町(ｴﾉｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)一丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)二丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)三丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)四丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)五丁目 
大橋町(ｵｵﾊｼﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
庚台(ｶﾉｴﾀﾞｲ) 
唐沢(ｶﾗｻﾜ) 
共進町(ｷｮｳｼﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
弘明寺町(ｸﾞﾐｮｳｼﾞﾁｮｳ) 
山王町(ｻﾝﾉｳﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
山谷(ｻﾝﾔ) 
清水ケ丘(ｼﾐｽﾞｶﾞｵｶ) 
宿町(ｼｭｸﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
白金町(ｼﾛｶﾞﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
白妙町(ｼﾛﾀｴﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
新川町(ｼﾝｶﾜﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
高砂町(ﾀｶｻｺﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
高根町(ﾀｶﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
通町(ﾄｵﾘﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)一丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)二丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)三丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)四丁目 
中里町(ﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ) 
中島町(ﾅｶｼﾞﾏﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
永田北(ﾅｶﾞﾀｷﾀ)一丁目(一部) 
永田北(ﾅｶﾞﾀｷﾀ)二丁目 
永田北(ﾅｶﾞﾀｷﾀ)三丁目(一部) 
永田山王台(ﾅｶﾞﾀｻﾝﾉｳﾀﾞｲ) 
永田台(ﾅｶﾞﾀﾀﾞｲ) 
永田東(ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ)一丁目 
永田東(ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ)二丁目 
永田東(ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ)三丁目(一部) 
永田南(ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐ)一丁目 
永田南(ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐ)二丁目 
永田みなみ台(ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐﾀﾞｲ) 
中村町(ﾅｶﾑﾗﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
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【南区の続き】 
西中町(ﾆｼﾅｶﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
八幡町(ﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ) 
花之木町(ﾊﾅﾉｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
日枝町(ﾋｴﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
東蒔田町(ﾋｶﾞｼﾏｲﾀﾏﾁ) 
伏見町(ﾌｼﾐﾁｮｳ) 
二葉町(ﾌﾀﾊﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
平楽(ﾍｲﾗｸ) 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)一丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)二丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)三丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)四丁目(一部) 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)五丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)六丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)七丁目 
別所中里台(ﾍﾞｯｼｮﾅｶｻﾞﾄﾀﾞｲ) 
堀ノ内町(ﾎﾘﾉｳﾁﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
蒔田町(ﾏｲﾀﾁｮｳ) 
前里町(ﾏｴｻﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
真金町(ﾏｶﾞﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
万世町(ﾏﾝｾｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)一丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)二丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)三丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)四丁目 
南吉田町(ﾐﾅﾐﾖｼﾀﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
三春台(ﾐﾊﾙﾀﾞｲ) 
宮元町(ﾐﾔﾓﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）一丁目 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）二丁目 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）三丁目(一部) 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）四丁目(一部) 
睦町(ﾑﾂﾐﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
吉野町(ﾖｼﾉﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
若宮町(ﾜｶﾐﾔﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目  

 
【港南区】 

大久保(ｵｵｸﾎﾞ)一丁目 
大久保(ｵｵｸﾎﾞ)二丁目 
大久保(ｵｵｸﾎﾞ)三丁目(一部) 
上大岡西(ｶﾐｵｵｵｶﾆｼ)一丁目 
上大岡西(ｶﾐｵｵｵｶﾆｼ)二丁目 
上大岡西(ｶﾐｵｵｵｶﾆｼ)三丁目 
上大岡東(ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼ)一丁目 
上大岡東(ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼ)二丁目 
上大岡東(ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼ)三丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)一丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)二丁目(一部) 
港南(ｺｳﾅﾝ)三丁目(一部) 
港南(ｺｳﾅﾝ)四丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)五丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)六丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)一丁目 
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【港南区の続き】 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)二丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)三丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)四丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)五丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)六丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)七丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)八丁目(一部) 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)九丁目(一部) 
港南中央通(ｺｳﾅﾝﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ) 
最戸(ｻｲﾄﾞ)一丁目 
最戸(ｻｲﾄﾞ)二丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)一丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)二丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)三丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)四丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)五丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)六丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)七丁目 
芹が谷(ｾﾘｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
野庭町(ﾉﾊﾞﾁｮｳ) (一部) 
東芹が谷(ﾋｶﾞｼｾﾘｶﾞﾔ) (一部) 
東永谷(ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)一丁目 
日野(ﾋﾉ)二丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)三丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)四丁目 
日野(ﾋﾉ)五丁目 
日野(ﾋﾉ)六丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)七丁目 
日野(ﾋﾉ)八丁目 
日野(ﾋﾉ)九丁目(一部) 
日野中央(ﾋﾉﾁｭｳｵｳ)一丁目 
日野中央(ﾋﾉﾁｭｳｵｳ)二丁目 
日野中央(ﾋﾉﾁｭｳｵｳ)三丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)一丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)二丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)三丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)四丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)五丁目(一部) 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)六丁目(一部) 
 

【保土ケ谷区】 
新井町(ｱﾗｲﾁｮｳ)(一部) 

岩井町(ｲﾜｲﾁｮｳ)(一部) 

岡沢町(ｵｶｻﾞﾜﾁｮｳ) 

釜台町(ｶﾏﾀﾞｲﾁｮｳ)（一部） 

鎌谷町(ｶﾏﾔﾁｮｳ) 

上菅田町(ｶﾐｽｹﾞﾀﾁｮｳ)(一部) 

上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)一丁目(一部) 

上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)二丁目(一部) 

上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)三丁目 

狩場町(ｶﾘﾊﾞﾁｮｳ)(一部) 

川島町(ｶﾜｼﾏﾁｮｳ)(一部) 



第２章 開発事業に係る手続 

58 

【保土ケ谷区の続き】 
川辺町(ｶﾜﾍﾞﾁｮｳ) 

神戸町(ｺﾞｳﾄﾞﾁｮｳ)(一部) 

坂本町(ｻｶﾓﾄﾁｮｳ) 

桜ケ丘(ｻｸﾗｶﾞｵｶ)一丁目(一部) 

桜ケ丘(ｻｸﾗｶﾞｵｶ)二丁目(一部) 

新桜ケ丘(ｼﾝｻｸﾗｶﾞｵｶ)二丁目(一部) 

瀬戸ケ谷町(ｾﾄｶﾞﾔﾁｮｳ)(一部) 
月見台(ﾂｷﾐﾀﾞｲ)(一部) 
天王町(ﾃﾝﾉｳﾁｮｳ)１丁目・２丁目(一部) 
常盤台(ﾄｷﾜﾀﾞｲ)(一部) 
西久保町(ﾆｼｸﾎﾞﾁｮｳ)(一部) 
西谷町(ﾆｼﾔﾏﾁ)(一部) 
花見台(ﾊﾅﾐﾀﾞｲ)(一部) 
東川島町(ﾋｶﾞｼｶﾜｼﾏﾁｮｳ) (一部) 
仏向町(ﾌﾞﾂｺｳﾁｮｳ)(一部) 
星川(ﾎｼｶﾜ)一丁目 
星川(ﾎｼｶﾜ)二丁目 
星川(ﾎｼｶﾜ)三丁目 
峰岡町(ﾐﾈｵｶﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
峰沢町(ﾐﾈｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 
宮田町(ﾐﾔﾀﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
明神台(ﾐｮｳｼﾞﾝﾀﾞｲ) 
和田(ﾜﾀﾞ)一丁目 
和田(ﾜﾀﾞ)二丁目 

 
【旭区】 

市沢町(ｲﾁｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 

川島町(ｶﾜｼﾏﾁｮｳ)(一部) 

左近山(ｻｺﾝﾔﾏ)(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)一丁目(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)二丁目(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)七丁目(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)八丁目(一部) 

鶴ケ峰(ﾂﾙｶﾞﾐﾈ)二丁目(一部) 

中白根(ﾅｶｼﾗﾈ)四丁目(一部) 

西川島町(ﾆｼｶﾜｼﾏﾁｮｳ)(一部) 

 
【磯子区】 

磯子(ｲｿｺﾞ)一丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)二丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)三丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)四丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)五丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)六丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)七丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)八丁目 
磯子台(ｲｿｺﾞﾀﾞｲ) 
鳳町(ｵｵﾄﾘﾁｮｳ) 
岡村(ｵｶﾑﾗ)一丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)二丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)三丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)四丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)五丁目 
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【磯子区の続き】 
岡村(ｵｶﾑﾗ)六丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)七丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)八丁目 
上町(ｶﾐﾁｮｳ) 
上中里町(ｶﾐﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ)(一部) 
栗木(ｸﾘｷ)一丁目 
栗木(ｸﾘｷ)二丁目 
栗木(ｸﾘｷ)三丁目(一部) 
坂下町(ｻｶｼﾀﾁｮｳ) 
汐見台(ｼｵﾐﾀﾞｲ)１丁目・２丁目・３丁目 
下町(ｼﾓﾁｮｳ) 
新磯子町(ｼﾝｲｿｺﾞﾁｮｳ) 
新杉田町(ｼﾝｽｷﾞﾀﾁｮｳ) 
新中原町(ｼﾝﾅｶﾊﾗﾁｮｳ) 
新森町(ｼﾝﾓﾘﾁｮｳ) 
杉田(ｽｷﾞﾀ)一丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)二丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)三丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)四丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)五丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)六丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)七丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)八丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)九丁目(一部) 
杉田坪呑(ｽｷﾞﾀﾂﾎﾞﾉﾐ) 
滝頭(ﾀｷｶﾞｼﾗ)一丁目 
滝頭(ﾀｷｶﾞｼﾗ)二丁目 
滝頭(ﾀｷｶﾞｼﾗ)三丁目 
田中(ﾀﾅｶ)一丁目 
田中(ﾀﾅｶ)二丁目 
中浜町(ﾅｶﾊﾏﾁｮｳ) 
中原(ﾅｶﾊﾗ)一丁目 
中原(ﾅｶﾊﾗ)二丁目 
中原(ﾅｶﾊﾗ)三丁目 
中原(ﾅｶﾊﾗ)四丁目 
西町(ﾆｼﾁｮｳ) 
馬場町(ﾊﾞﾊﾞﾁｮｳ) 
原町(ﾊﾗﾏﾁ) 
東町(ﾋｶﾞｼﾁｮｳ) 
久木町(ﾋｻｷﾁｮｳ) 
氷取沢町(ﾋﾄﾘｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 
広地町(ﾋﾛﾁﾁｮｳ) 
丸山(ﾏﾙﾔﾏ)一丁目 
丸山(ﾏﾙﾔﾏ)二丁目 
峰町(ﾐﾈﾁｮｳ)(一部) 
森(ﾓﾘ)一丁目 
森(ﾓﾘ)二丁目 
森(ﾓﾘ)三丁目 
森(ﾓﾘ)四丁目 
森(ﾓﾘ)五丁目 
森(ﾓﾘ)六丁目 
森が丘(ﾓﾘｶﾞｵｶ)一丁目 
森が丘(ﾓﾘｶﾞｵｶ)二丁目 
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【磯子区の続き】 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)一丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)二丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)三丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)四丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)五丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)六丁目(一部) 
 

【金沢区】 
朝比奈町(ｱｻﾋﾅﾁｮｳ)(一部) 
海の公園(ｳﾐﾉｺｳｴﾝ) 
大川(ｵｵｶﾜ) (一部) 
乙舳町(ｵｯﾄﾓﾁｮｳ) 
片吹(ｶﾀﾌﾞｷ)(一部) 
金沢町(ｶﾅｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 
釜利谷東(ｶﾏﾘﾔﾋｶﾞｼ)二丁目(一部) 
釜利谷東(ｶﾏﾘﾔﾋｶﾞｼ)三丁目(一部) 
釜利谷東(ｶﾏﾘﾔﾋｶﾞｼ)四丁目(一部) 
幸浦(ｻﾁｳﾗ)一丁目 
幸浦(ｻﾁｳﾗ)二丁目 
柴町(ｼﾊﾞﾁｮｳ) 
昭和町(ｼｮｳﾜﾁｮｳ) 
白帆(ｼﾗﾎ) 
洲崎町(ｽｻｷﾁｮｳ) 
瀬戸(ｾﾄ)(一部) 
大道(ﾀﾞｲﾄﾞｳ)一丁目(一部) 
大道(ﾀﾞｲﾄﾞｳ)二丁目(一部) 
泥亀(ﾃﾞｲｷ)一丁目(一部) 
泥亀(ﾃﾞｲｷ)二丁目 
寺前(ﾃﾗﾏｴ)一丁目 
寺前(ﾃﾗﾏｴ)二丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)一丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)二丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)三丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)四丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)五丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)六丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)七丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)一丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)二丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)三丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)四丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)五丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)六丁目 
鳥浜町(ﾄﾘﾊﾏﾁｮｳ) 
長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)(一部) 
長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)一丁目 
長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)二丁目(一部) 
並木(ﾅﾐｷ)一丁目 
並木(ﾅﾐｷ)二丁目 
並木(ﾅﾐｷ)三丁目 
西柴(ﾆｼｼﾊﾞ)一丁目(一部) 
西柴(ﾆｼｼﾊﾞ)二丁目(一部) 
西柴(ﾆｼｼﾊﾞ)四丁目(一部) 
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【金沢区の続き】 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)一丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)二丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)三丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)四丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)五丁目(一部) 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)六丁目(一部) 
能見台通(ﾉｳｹﾝﾀﾞｲﾄﾞｵﾘ) 
能見台東(ﾉｳｹﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼ) 
能見台森(ﾉｳｹﾝﾀﾞｲﾓﾘ)(一部) 
野島町(ﾉｼﾞﾏﾁｮｳ) 
八景島(ﾊｯｹｲｼﾞﾏ) 
東朝比奈(ﾋｶﾞｼｱｻﾋﾅ)一丁目(一部) 
東朝比奈(ﾋｶﾞｼｱｻﾋﾅ)三丁目(一部) 
平潟町(ﾋﾗｶﾞﾀﾁｮｳ) 
福浦(ﾌｸｳﾗ)一丁目 
福浦(ﾌｸｳﾗ)二丁目 
福浦(ﾌｸｳﾗ)三丁目 
堀口(ﾎﾘｸﾞﾁ)  
町屋町(ﾏﾁﾔﾁｮｳ) 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)一丁目 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)二丁目(一部) 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)三丁目(一部) 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)四丁目 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)五丁目(一部) 
六浦東(ﾑﾂｳﾗﾋｶﾞｼ)一丁目 
六浦東(ﾑﾂｳﾗﾋｶﾞｼ)二丁目(一部) 
六浦東(ﾑﾂｳﾗﾋｶﾞｼ)三丁目(一部) 
六浦南(ﾑﾂｳﾗﾐﾅﾐ)一丁目(一部) 
六浦南(ﾑﾂｳﾗﾐﾅﾐ)二丁目(一部) 
谷津町(ﾔﾂﾁｮｳ)(一部) 
柳町(ﾔﾅｷﾞﾁｮｳ) 

 
【港北区】 

菊名(ｷｸﾅ)一丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)二丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)三丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)四丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)五丁目(一部) 
篠原台町(ｼﾉﾊﾗﾀﾞｲﾏﾁ) 
篠原町(ｼﾉﾊﾗﾁｮｳ) (一部) 
篠原西町(ｼﾉﾊﾗﾆｼﾁｮｳ)(一部) 
篠原東(ｼﾉﾊﾗﾋｶﾞｼ)一丁目(一部) 
篠原東(ｼﾉﾊﾗﾋｶﾞｼ)二丁目(一部) 
仲手原(ﾅｶﾃﾊﾗ)一丁目(一部) 
仲手原(ﾅｶﾃﾊﾗ)二丁目(一部) 

 
【緑区】 
 解除区域なし 
 
【青葉区】 
 解除区域なし 
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【都筑区】 
 解除区域なし 
 
【戸塚区】 
 解除区域なし 
 
【栄区】 

上郷町(ｶﾐｺﾞｳﾁｮｳ)(一部) 
 
【泉区】 
 解除区域なし 
 
【瀬谷区】 

解除区域なし 




