
市内高齢者施設 御中 
 
 日頃から、お世話になっております。 
 
 16 日（水）以降の計画停電の予定について、東京電力より 
情報提供がありましたのでお知らせいたします。 
 また、これに伴い減水・断水が予想される地域についても 
あわせて資料をお送りしますので、ご確認ください。 
 
 なお、詳細については東京電力及び本市水道局のホームページをご覧ください。 
 
＜東京電力ホームページ＞ 
http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
 
＜横浜市水道局ホームページ＞（計画停電に伴う減水・断水について） 
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/os/kinkyu.html 
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釜利谷東三丁目 柴町 富岡西四丁目 富岡西五丁目 富岡西六丁目 富岡西七丁目 富岡東六丁目
長浜町 長浜一丁目 長浜二丁目 西柴一丁目 西柴二丁目 西柴三丁目 西柴四丁目

能見台一丁目 能見台三丁目 能見台四丁目 能見台五丁目 能見台六丁目 能見台通 能見台東
堀口 谷津町 東朝比奈二丁目 六浦南三丁目 六浦南四丁目
影取町 汲沢町 汲沢一丁目 汲沢二丁目 汲沢三丁目 汲沢四丁目 汲沢五丁目

汲沢六丁目 汲沢七丁目 汲沢八丁目 小雀町 戸塚町 原宿一丁目 原宿二丁目
原宿三丁目 原宿四丁目 原宿五丁目 東俣野町 俣野町 深谷町
上郷町 公田町 庄戸一丁目 庄戸二丁目 庄戸三丁目 庄戸五丁目 犬山町

野七里一丁目 野七里二丁目 金井町 田谷町 桂台南一丁目 桂台南二丁目 桂台東
桂台中

中田西１丁目 中田西２丁目 中田西３丁目 中田西４丁目 中田南１丁目 中田南２丁目 中田南３丁目
中田南４丁目 中田南５丁目 和泉町
上白根町 さちが丘 下川井町 金が谷 金が谷１丁目 金が谷２丁目 今宿１丁目
今宿２丁目 今宿西町 今宿町 今宿南町 今川町 笹野台１丁目 笹野台２丁目

笹野台３丁目 笹野台４丁目 三反田町 四季美台 若葉台１丁目 若葉台２丁目 若葉台３丁目
若葉台４丁目 上川井町 上白根２丁目 上白根３丁目 上白根町 川井宿町 川井本町

川島町 中希望が丘 中沢１丁目 中沢２丁目 中沢３丁目 中白根３丁目 中尾１丁目
中尾２丁目 鶴ヶ峰１丁目 都岡町 東希望が丘 南希望が丘 南本宿町 二俣川１丁目
本宿町 本村町 矢指町
いぶき野 三保町 寺山町 十日市場町 上山２丁目 上山３丁目 新治町
森の台 台村町 中山町 長津田２丁目 長津田３丁目 長津田４丁目 長津田５丁目

長津田６丁目 長津田７丁目 長津田みなみ台１丁目 長津田みなみ台２丁目 長津田みなみ台４丁目 長津田みなみ台５丁目 長津田みなみ台６丁目
長津田みなみ台７丁目 長津田町 白山３丁目 白山４丁目 霧が丘１丁目 霧が丘２丁目 霧が丘３丁目

霧が丘４丁目 霧が丘５丁目 霧が丘６丁目
瀬谷区 宮沢１丁目 宮沢２丁目 二ツ橋町 三ツ境 阿久和東１丁目 阿久和西１丁目

さちが丘 桐が作 善部町 中希望ヶ丘 南希望ヶ丘 南本宿町 二俣川１丁目
二俣川２丁目 柏町 本宿町 本村町 万騎が原

戸塚区 上品濃 川上町 品濃町 戸塚町 鳥が丘 名瀬町 矢部町
岡津町 新橋町 西が丘１丁目 西が丘２丁目 西が丘３丁目 池の谷 中田町

中田東１丁目 中田東２丁目 中田東３丁目 中田東４丁目 中田北１丁目 中田北２丁目 中田北３丁目
白百合１丁目 白百合２丁目 白百合３丁目 弥生台 領家１丁目 領家２丁目 領家３丁目
領家４丁目 緑園１丁目 緑園２丁目 緑園３丁目 緑園４丁目 緑園５丁目 緑園６丁目
緑園７丁目 和泉町

瀬谷区 阿久和東1丁目 阿久和東２丁目 阿久和東３丁目 阿久和南1丁目 阿久和南２丁目 阿久和南３丁目 阿久和南４丁目
保土ヶ谷区 今井町

あかね台２丁目 荏田西２丁目 荏田町 恩田町 市ヶ尾町 奈良２丁目 奈良３丁目
奈良４丁目 奈良５丁目 奈良町
池辺町 荏田東一丁目 荏田東二丁目 荏田東三丁目 荏田東四丁目 荏田東町 荏田南町

荏田南一丁目 荏田南二丁目 荏田南三丁目 荏田南四丁目 荏田南五丁目 大熊町 大丸
折本町 加賀原一丁目 加賀原二丁目 勝田町 勝田南一丁目 勝田南二丁目 川和台
川和町 葛が谷 佐江戸町 桜並木 新栄町 平台 高山

茅ヶ崎中央 茅ヶ崎東一丁目 茅ヶ崎東二丁目 茅ヶ崎東三丁目 茅ヶ崎東四丁目 茅ヶ崎南一丁目 茅ヶ崎南二丁目
茅ヶ崎南三丁目 茅ヶ崎南四丁目 茅ヶ崎南五丁目 長坂 仲町台一丁目 仲町台二丁目 仲町台三丁目
仲町台四丁目 仲町台五丁目 二の丸 早渕一丁目 早渕二丁目 早渕三丁目 東方町
富士見が丘 見花山

港北区 新吉田町 新吉田東一丁目 新吉田東三丁目 新吉田東四丁目 新羽町
※第４グループは対象となる給水区域なし　（相模原沈殿事務所のみ対象）
※第５グループの追加停電は、電力供給の不足が懸念される場合に実施されることがあります。
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減断水が予想される地域　（平成23年3月16日運用）
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