
No. 路線名 No. 路線名 No. 路線名

1 県道14号鶴見溝ノ口ほか 21 市道三溪園第162号 41 県道218号弥生台桜木町ほか

2 市道大熊東山田線 22 環状2号線(森支線) 42 [主]保土ケ谷宮元線

3 県道13号横浜生田ほか 23
市道磯子第245号
（旧476号）線ほか

43 市道常盤台和田町線

4 県道102号荏田綱島ほか 24 県道106号子母口綱島 44 市道川島岩間線ほか

5 市道新横浜元石川線ほか 25 市道環状3号線 45 県道40号横浜厚木

6 県道12号横浜上麻生ほか 26 [主]環状4号線 46 [都]鴨居上飯田線

7 市道環状4号鴨志田線ほか 27 市道汐入豊岡線 47 県道401号瀬谷柏尾

8 市道関内本牧線ほか 28 市道小野末広線 48 [都]汐見台平戸線

9 県道23号原宿六浦 29 [主]鶴見駅三ツ沢線ほか 49 県道22号横浜伊勢原ほか

10 市道大黒線 30 市道子安守屋町線ほか 50 市道戸塚港南台線ほか

11 市道瑞穂町第46号線 31 県道140号川崎町田 51 県道203号大船停車場矢部ほか

12 [都]栄本町線 32 [都]中山北山田線 52 県道402号阿久和鎌倉

13 国道357号線 33 市道元石川第54号線ほか 53 市道柴町第214号線ほか

14 市道保木第219号線 34 県道139号真光寺長津田ほか 54 市道五貫目第78号線

15 市道高島台295号線 35 市道環状4号上瀬谷線ほか 55 県道111号太田神奈川

16 市道西戸部第65号線 36 県道109号青砥上星川ほか 56 市道市ケ尾第86号線

17 市道高島台第292号線 37 [都]三ツ沢鳥山線
災害時重要拠点アクセス路

18 市道新港町第43号線ほか 38 [主]青木浅間線ほか

19 市道本牧第169号線 39 [主]横浜駅根岸線

20 市道本牧第170号線ほか 40 [主]藤棚伊勢佐木線ほか

補助対象路線



災害時重要拠点アクセス路

No. 施設名 対象路線
1 市長公舎 野毛山通7058、西戸部410、桜木東戸塚線7167、西戸部484

2 横浜市役所 栄本町線7188

３ 鶴見区役所 汐入豊岡線7014

４ 神奈川区役所 六角橋420、六角橋314

５ 西区役所 西戸部78、西戸部133、西戸部215、西戸部218、西戸部221

６ 中区役所 山下町13、山下高砂線7004

７ 南区役所 阪東橋浦舟線7003、中村川通7057

８ 港南区役所 笹下91、笹下94

９ 保土ケ谷区役所 三ツ沢380

10 旭区役所 県道横浜厚木1211

11 磯子区役所 森24

12 緑区役所 中山61、北八朔南部493、山下長津田線7163

13 都筑区役所 中山北山田線7158

14 戸塚区役所 戸塚519、戸塚520

15 栄区役所 笠間139、桂町戸塚遠藤線7177

16 泉区役所 上飯田315

17 瀬谷区役所 瀬谷229、瀬谷221、県道横浜厚木1211、県道瀬谷柏尾3041

18 鶴見土木事務所 鶴見109、汐入豊岡線7014

19 神奈川土木事務所
片倉六角橋線7141、鶴見駅三ツ沢線1305、片倉469、片倉470、片倉471、
片倉472、小机355

20 西土木事務所 藤棚伊勢佐木線1302、天王町202、天王町204

21 中土木事務所 加賀町通7116、豊後町通7120、関内本牧線7002、山下町76、上田町通7113

22 南土木事務所 阪東橋浦舟線7003、中村川通7057

23 港南土木事務所 笹下91、下野庭358

24 保土ケ谷土木事務所 天王町160、星川岩間線7143、天王町24、天王町17

25 旭土木事務所 今宿199、今宿193、今宿195

26 磯子土木事務所 国道357、森79、磯子245、森78

27 金沢土木事務所 谷津473

28 港北土木事務所 新吉田505

29 緑土木事務所
つつじが丘399、つつじが丘404、つつじが丘405、環状4号鴨志田線7161、
山下長津田線7163

30 都筑土木事務所 中山北山田線7158

31 栄土木事務所 飯島191、小菅ケ谷425、小菅ケ谷514、桂町戸塚遠藤線7177

32 泉土木事務所 上飯田315

33 瀬谷土木事務所 瀬谷143、瀬谷229、瀬谷221、県道横浜厚木1211、県道瀬谷柏尾3041

34 京浜河川事務所 市場鶴見線7088、下末吉356、鶴見１

35 横浜国道事務所 峰沢212

36 横浜川崎治水事務所 高島台210、三ツ沢359

37 神奈川県警察本部 海岸通7001、新港44

38 横浜国道事務所保土ケ谷出張所 今宿146

39 横浜国道事務所金沢国道出張所 杉田365

40 鶴見警察署 汐入豊岡線7014

41 伊勢佐木警察署 伊勢佐木町194

42 横浜水上警察署 大さん橋ふ頭１号線

43 加賀町警察署 山下町13、山下高砂線7004、富士山町通7115

44 旭警察署 県道横浜厚木1211

45 磯子警察署 磯子245

46 港北警察署 新吉田505

47 緑警察署 山下長津田線7163

48 都筑警察署 荏田321、中山北山田線7158

49 戸塚警察署 深谷67

50 泉警察署
上飯田315、上飯田243、上飯田359、上飯田360、上飯田92、
権太坂和泉線7169

51 瀬谷警察署 県道横浜厚木1211、県道瀬谷柏尾3041

52 鶴見消防署 汐入豊岡線7014

53 横浜市民防災センター 六角橋394、高島台17



路線名については、以下のホームページで確認することができます。

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/PositionSelect?mid=66
【横浜市行政地図情報システム 認定路線図】

No. 施設名 対象路線
54 中消防署 伊勢佐木町194

55 南消防署 阪東橋浦船線7003、山下高砂線7004

56 港南消防署 笹下91、笹下94

57 消防局 鶴ケ峰天王町線7147、三ツ沢380

58 保土ケ谷消防署 天王町24、天王町17

59 旭消防署 県道横浜厚木1211

60 磯子区消防署 磯子245

61 横浜ヘリポート 柴町160、柴町159、柴町158、柴町156、国道357号、杉田365

62 緑消防署 山下長津田線7163

63 都筑消防署 中山北山田線7158

64 消防訓練センター 汲沢444、県道阿久和鎌倉3024、環状4号1308

65 栄消防署 桂町戸塚遠藤線7177

66 泉消防署 上飯田315

67 瀬谷消防署 瀬谷229、瀬谷221、県道横浜厚木1211、県道瀬谷柏尾3041

68 鶴見区休日急患診療所 鶴見3

69 神奈川区休日急患診療所 六角橋417

70 西区休日急患診療所 西戸部78、西戸部133、西戸部215、西戸部218、西戸部221

71 中区休日急患診療所 本牧19、本牧46、本牧56、関内本牧線7002、遊歩道路7105

72 南区休日急患診療所 井戸ケ谷202、井戸ケ谷204

73 港南区休日急患診療所 下野庭351

74 保土ケ谷区休日急患診療所 天王町37、天王町39、天王町41

75 旭区休日急患診療所 東希望が丘198、県道横浜厚木1211

76 磯子区休日急患診療所 磯子245

77 金沢区休日急患診療所 谷津342、谷津337、谷津446、谷津423、谷津473

78 緑区休日急患診療所 北八朔南部525、川和321、川和322

79 都筑区休日急患診療所 北山田299、牛久保中川線7137、中山北山田線7158

80 栄区休日急患診療所 桂町112、桂町24

81 泉区休日急患診療所 県道阿久和鎌倉3024、和泉町58、和泉町65

82 瀬谷区休日急患診療所 上瀬谷342

83 汐田総合病院 末吉橋226、県道川崎町田3003

84 横浜市立みなと赤十字病院 新山下18

85 横浜中央病院 関内本牧線7002

86
横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター

阪東橋浦船線7003、山下高砂線7004

87 済生会横浜市南部病院 港南台30、戸塚港南台線7156

88 横浜市立市民病院 三ツ沢24

89 聖隷横浜病院 岩井前里線7146、保土ケ谷宮元線1303

90 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 川井109

91 横浜旭中央総合病院 若葉台32、若葉台175、若葉台137、若葉台136

92 康心会汐見台病院 笹下150、蒔田480

93 横浜市立大学附属病院 柴町158、柴町156、国道357号、杉田365

94 横浜労災病院 小机70、宮内新横浜線7138、菊名5

95 横浜新緑総合病院 十日市場116、十日市場118、環状4号鴨志田線7161、山下長津田線7163

96 昭和大学藤が丘病院 市ケ尾173、市ケ尾164、市ケ尾165、市ケ尾166、市ケ尾167、鴨志田240

97 横浜総合病院 美しが丘345、黒須田325、黒須田226、黒須田224、県道横浜上麻生1212

98 昭和大学横浜市北部病院 中川219、荏田321、中山北山田線7158

99 横浜医療センター 環状4号線1308

100 東戸塚記念病院 品濃330、品濃324、品濃331、品濃326

101 戸塚共立第１病院 戸塚178、戸塚179、戸塚126、戸塚186、戸塚184

102 戸塚共立第２病院 矢部521

103 横浜栄共済病院 桂町戸塚遠藤線7177

104 国際親善総合病院
上飯田315、上飯田243、上飯田359、上飯田360、上飯田92、
権太坂和泉線7169

アクセス路の路線名は、多くの場合、その一部区間を示しております。路線名の標記は、ABC線111は、ABC第
111号線を示しています。なお、幹線道路に面する災害時重要拠点は除かれています。災害時重要拠点の移転や周辺
建築物の状況により適宜見直しを行います。

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.asp?dtp=5&adl=,5
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