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「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引き」第２編第２章第３節  

開発事業の計画の同意等 条例第１８条第２項第５号(雨水流出抑制施設) 改定後 

 

■ 第５号（雨水流出抑制施設） 

【解説】 

市街化の進展による降雨の流出増に伴い、河道等の整備による浸水被害の防止が困難な状況にありま

す。 

このため、河道への負担を増加させない措置が必要な河川流域内において開発事業を行う場合は、開

発事業区域内に雨水調整池等の雨水の流出を抑制する施設を設置することにしています。 

【基準】 

１ 設置する雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨水の流出を抑制する施設（以下「雨水

流出抑制施設」という。）の種類は開発事業区域の面積に応じて次のとおりとする。 

(1) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール未満の場合は、雨水浸透ます及び雨水浸透管とする。 

ア 雨水浸透ます：雨水流出抑制施設のうち、ますの底面や側面に浸透孔を有するもの、または浸透性の

空隙を有するもので、その底面や側面を砕石で充填し、集水した雨水を地中に浸透させるものをいう。 

イ 雨水浸透管 ：雨水流出抑制施設のうち、有孔または透水性の空隙を有する管の周囲を砕石で充填し、

流入した雨水を地中に浸透させるものをいう。 

(2) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満の場合は、雨水調整池とする。た

だし、雨水流出量を調整するためのオリフィスを有する雨水を一時貯留する施設で雨水調整池以外

のもの（雨水貯留施設）、雨水浸透ます又は雨水浸透管で、市長が雨水調整池と同等の機能を有す

ると認めるものの設置に代えることができる。 

ア 雨水調整池 ：雨水流出抑制施設のうち、雨水を一時貯留する池構造のもので、雨水流出量を抑制

する機能（オリフィス）を有し、貯水位の異常な上昇を防止するため自由越流式余水吐きが設けられ

ているものをいう。 

イ 雨水貯留施設：雨水調整池以外の雨水流出抑制施設のうち、雨水を一時貯留し雨水流出量を抑制す

る機能（オリフィス）を有し、かつ貯水位の異常な上昇を防止するため自由越流式余水吐きが設けら

れているものをいう。 

(3) 開発事業区域の面積が 0.3 ヘクタール以上の場合は、雨水調整池とする。 

２ 雨水流出抑制施設を設置するための施設計画基準は、次のとおりとする。 

(1) 雨水調整池等の洪水調節方式は、自然流下方式とする。 

(2) 雨水流出量は、合理式によるものとし、次式により算定する。 

Ｑｐ＝１／360×ｆ×ｒ×Ａ 

Ｑｐ：雨水流出量（ｍ3/sec） 

ｆ ：流出係数 

ｒ ：降雨強度（mm/hr） 

Ａ ：開発事業区域の面積（ha） 

(3) 開発後流出係数についてはｆ＝0.85 とする。 

(4) 計画対象降雨については、横浜地方気象台の降雨強度～継続時間曲線（以下「確率降雨強度曲線」

という）によって求めるものとし、30 年確率降雨を使用するものとする。ただし、将来改修計画が

30 年確率降雨未満の河川流域については 10 年確率降雨を使用するものとする。 
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ア 降雨波形は中央集中型降雨波形を用いるものとし、使用する降雨継続時間は24時間とする。 

イ 雨水調整池等の対策貯留量を算定するために用いる計画対象降雨の単位時間は、10 分単位と

する。 

ウ 確率降雨強度式は次のとおりとする。なお、10 分単位雨量は、別表－１，２による。 

３０年確率：  2,731／（ｔ０．７７＋13.4） 

１０年確率：  1,452／（ｔ０．７０＋ 7.5） 

(5) 対策貯留量の算定 

ア 規則第 16 条第 2項に基づく対策貯留量の算定は次により求めるものとする。 

ｄｖ／ｄｔ＝Ｑin(ｔ)－Ｑout(ｔ) 

Ｑin(ｔ) ：雨水流入量（ｍ3／sec）：計画降雨×開発後の流出係数× 

（開発事業区域の面積－ウの面積） 

Ｑout(ｔ)：放流量（ｍ3／sec）：開発事業区域から放流先となる河川の流域ごとに市長が定 

めた数値以下とする。 

［Ｈ(ｔ)≦１.２Ｄ］ Ｑout(ｔ)＝ｃ´・ａ1/2・Ｈ3/2 

［１.２Ｄ＜Ｈ(ｔ)＜１.８Ｄ］ Ｈ＝１.２Ｄ、Ｈ=１.８ＤのＱout(ｔ)を直線近似 

［Ｈ(ｔ)≧１.８Ｄ］ Ｑout(ｔ)＝ｃ・ａ・｛２ｇ(Ｈ－1/2・Ｄ）1/2 

ｖ：対策貯留量（ｍ3） 

ｃ、ｃ´：オリフィスの流出係数ｃ＝０.６、ｃ´＝１.８ 

ａ：オリフィスの断面積 （ｍ2） 

Ｈ(ｔ)：オリフィス底から水面までの高さ （ｍ） 

Ｄ：オリフィスの径 （ｍ）  

ｇ：重力の加速度 （９.８ｍ／sec２） 

ｔ：時間（sec） 

イ 規則第 16 条第２項第１号に基づく「河川の流域ごとに市長が定める量」は次のとおりとする。 

（単位：m３/sec/ha） 

水 系 区  域 
許容放流量 

（１ha あたり） 

鶴見川  全域 0.059 

境 川 
 本川流域 0.020 

 柏尾川流域 0.053 

帷子川 

今井川流域 0.066 

 くぬぎ台川流域 0.110 

中堀川流域 0.147 

 中堀川合流部～上流部 0.077 

宮 川 
 河口～右支川 0.113 

 右支川上流 0.065 

侍従川  全域 0.073 

大岡川  全域 0.037 

 

ウ 対策貯留量の算定にあたって、開発事業区域内に、緑の環境をつくり育てる条例（昭和 48
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年６月 20 日横浜市条例第 47 号）第８条（緑地の保存等に関する協定）の規定による協定を締

結する緑地がある場合は、その部分の面積を対策貯留量算定にあたっての開発事業区域の面積

から除くことができる。 

エ (5)アにより算定した量が次表に定める数値に対策貯留量算定のための面積を乗じて得られ

る量を超える場合は、次表に定める数値に対策貯留量算定のための面積を乗じて得られる容量

とすることができる。（次表の開発事業区域の面積は、ウにおける協定区域等の部分を含んだ

面積である。） 

 

開発事業区域の面積 5ha以上 0.3ha以上5ha未満 0.1ha以上0.3ha未満

数値 720ｍ３/ha 540ｍ３/ha 270ｍ３/ha 

※ 境川流域の市街化調整区域内における１ヘクタール以上の開発事業については、それぞれ

の総合治水対策協議会との調整を要します。 

オ 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール未満の開発事業については、画地ごとに雨水浸透管、

雨水浸透ますを設置する。 

(6) 第 18 条第２項第５号ただし書の規定により、市長が雨水流出抑制施設を設ける必要がないと認

める場合は、次のとおりとする。 

ア 河川の整備が進捗し、市長が洪水の発生のおそれが軽減したと認める別記‐１の区域とする。 

イ 従前に完了した開発事業により、当該開発事業区域の面積を考慮した雨水流出抑制施設が設

置されている場合。 

ウ 開発事業区域の面積 0.1 ヘクタール未満の場合で、雨水浸透ますの設置が不適当と市長が認

めた場合。 

(7) 雨水浸透ます及び雨水浸透管の設置計画にあたっての配慮すべき事項は、次のとおりとする。 

ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条に規定する急傾斜地崩壊危険区域へ

は設置しないこととする。 

イ 宅地造成等規制法第３条に規定する宅地造成工事規制区域のうち、がけ等のように法面崩壊

の危険性が高い区域については設置しないこととする。 

ウ 雨水浸透効果が期待できない区域については設置しないこととする。 

エ 車道等の沈下の影響が大きい区域については設置しないこととする。 

オ アからエまでの区域以外で、法面の安定性が損なわれる区域については設置しないこととす

る。ただし、安定対策を行い、十分に安定であることが確認された場合には、設置対象区域に

含めることができる。 

(8) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満の開発事業において、雨水浸透管、

雨水浸透ますを設置する場合は次によるものとする。この場合、基準浸透量については、（社）雨水貯留

浸透技術協会編「雨水浸透施設技術指針（案）」により計算し、換算貯留量については、設置施設の基準

浸透量と空隙量の合算で求めるものとする。 

Ｑｆ＝ ｋ０×Ｋｆ×１ｈｒ×Ｃ１×Ｃ２ 

Ｑｆ：設置施設の基準浸透量（平方メートル/個） Ｃ１：影響係数（地下水位）  0.9 

ｋ０：土壌飽和透水係数（ｍ/hr）（当面、算定にあたっては、0.05ｍ/hr とすることができる。）こ

の場合の換算貯留量は別表－３とする。 

Ｃ２：影響係数（目づまり）  0.9  Ｋｆ：設置施設の比浸透量（㎡） 
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３ 雨水流出抑制施設を設置するための構造基準は、次のとおりとする。 

(1) 雨水調整池等には、洪水を処理するための余水吐きを設けることとする。余水吐きは、原則として、100

年に１回起こるものと想定される洪水ピーク流量の1.2 倍とすること。 

異常洪水量＝1.2×Ｑｐ 

洪水ピーク流量Ｑｐ＝１／360×ｆ×ｒ×Ａ 

ｆ：流出係数  ｒ：降雨強度  Ａ：流域面積（ha） 

（100年確率降雨強度）ｒ＝4811／（Ｔ０．８３＋21.7） 

ｒ：流達時間内の降雨強度（100年確率降雨強度式） 

Ｔ：流達時間＝流入時間＋流下時間＝Ｔ１＋Ｔ２ 

Ｔ１：流入時間（7min） 

Ｔ２：流下時間 Ｔ２＝Ｌ／Ｗ 

Ｗ：洪水伝播速度（km/hr） Ｗ＝72×（Ｈ／Ｌ）0.6 

Ｈ：標高差（km）  Ｌ：流路延長（km） 

(2) オープン式の貯留施設の非越流部天端高さは、余水吐きから規定する流量を流下させるのに必要

な水位に原則 0.6 メートルを加えるものとする。また、地下式の雨水調整池では、原則 0.3 メート

ルを加えるものとする。 

(3) 放流施設は、放流管設計流量を安全に処理できるものとし、次の条件を満たす構造とする。 

ア 放流孔径（オリフィス径）は、最大放流量が0.069ｍ3/sec/haを上回らない孔径とする。なお、流木、

塵芥等によって閉塞しないよう最小孔径は３センチメートルとする。 

イ 流入部およびオリフィス部に泥だめを設置しなければならない。 

ウ オリフィス及びオリフィス前面に設置するスクリーンの材質は、ステンレス製とし、スクリーンの形

状は維持管理用の開閉装置が施され、かつ、必要な厚みのある縦型とし、その高さは、余水吐き越流堰

き天端までとする。 

エ 放流施設には、ゲート、バルブなどの、水位、流量を人為的に調節する装置を設けてはならない。 

オ 放流管は、放流管設計流量に対して、のみ口部を除き、自由水面を有する流れとなる構造とする。 

カ 放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則とし、外圧や不等沈下に対して十分に耐え、

管内からの漏水および管外の浸透流の発生を防止できる構造とし、施工上においても十分な処理をしな

ければならない。 

キ 放流施設等の設置については、「横浜市下水道設計標準図」によるものとする。 

(4) 流入管から池底までの高さが 0.6 メートルを超える場合には副管を設置する。 

(5) 池底部には導水溝を設置する。導水溝底はオリフィス・センターより上に設置する。 

(6) 池底部は原則として表面処理をおこなう。 

(7) 点検口等、施設の管理上必要な箇所に足掛金物を設置すること 

(8) 土地利用計画上、やむを得ず雨水調整池と駐車場等の機能を兼ねるような表面貯留式の場合は、

次の条件を満たす構造とする。 

ア Ｕ字溝等を併用することにより主たる容量をまかない、雨水貯留部の機能をできる限り損なわない構

造とする。 

イ 駐車場部分の水深は最大10センチメートルを超えないものとする。 

ウ 表面は、原則として透水性舗装によるものとする。 

(9) 雨水浸透ます及び雨水浸透管は、浸透機能が効果的に発揮されるよう、施設の浸透機能の確保、
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目詰まり防止等に配慮した構造とする。 

４ 雨水流出抑制施設の付属施設の基準は、次のとおりとする。 

(1) 雨水流出抑制施設には、次の付属施設を設置すること。 

ア 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上の場合は、雨水流出抑制施設の概要を明記した本市の

定める看板を設置すること。 

イ 雨水調整池および雨水貯留施設には、水位観測施設として水位を観測できる水位標を設置すること。 

ウ 公衆災害を防ぐための安全対策を講ずること。 

(2) オープン式の雨水調整池の場合は、次の付属施設を設置すること。 

ア 原則、雨水調整池の周囲に管理用通路を設け、転落防止柵を設置すること。また、池底部への斜路ま

たは階段を設置すること。 

イ 原則、敷地境界にフェンス（エキスパンドまたは縦格子）を設置すること。 

(3) 地下式の雨水調整池の場合は、次の付属施設を設置すること。 

ア 余水吐き室及び貯留部上部に管理人孔を設置し、維持管理に支障のない構造とすること。また、昇降

施設として原則、階段を設けることとし、手すりはステンレス製とすること。 

イ 明かりとりまたは照明設備を設置すること。 

ウ 原則として柱構造とする。やむを得ず隔壁を設ける場合は、人通口等（横0.6ｍ×縦0.8ｍ）を設置し、

維持管理に支障のない構造とすること。 

エ エアー抜き設備を設置すること。 

オ やむを得ず地下空間内へ配管する場合は、余裕高の範囲内について認めるものとし、ステンレス鋼管

等によるサヤ管方式を原則とする。 

(4) 地下式の雨水貯留施設の場合は、次の付属施設を設置すること。 

ア 貯留施設内への土砂等の流入を防ぐため、沈砂施設を設置すること。 

イ 貯留施設内に堆積土砂の排出施設を設置し、管理人孔を設置すること。 

ウ エアー抜き設備を設置すること。 

【その他】 

１ この条例により設置された雨水調整池および雨水貯留施設については、工事完了後、本市と施設の

管理に関する協定を締結し、所有者が管理するものとします。 

２ この条例により設置された雨水浸透ます及び雨水浸透管は、施設の有する浸透機能を継続的に保持

するため、点検・清掃等の適切な維持管理に努めてください。 

３ 特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号）の規定に該当する行為については、別途許

可等が必要となります。 

 

 
【施行期日】 

 １ 施行期日 

   この基準は、平成 25 年７月１日から適用する。 

 
【施行期日】 

 １ 施行期日 

   この基準は、平成 26 年７月１日から適用する。 
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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、道路局河川部河川計画課（開発協議担当）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 
江ヶ崎町(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 
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 
獅子ヶ谷(ｼｼｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
獅子ヶ谷(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 
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) 
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諏訪坂(ｽﾜｻﾞｶ) 
【鶴見区の続き】 
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 
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) 
旭ヶ丘(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) 
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恵比須町(ｴﾋﾞｽﾁｮｳ) 
大口通(ｵｵｸﾞﾁﾄﾞｵﾘ)  
【神奈川区の続き】 
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) 
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 
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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) 
【神奈川区の続き】 

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(ﾛｸｶｸﾊﾞｼ)一丁目 

六角橋(ﾛｸｶｸﾊﾞｼ)二丁目 

六角橋(ﾛｸｶｸﾊﾞｼ)三丁目 

六角橋(ﾛｸｶｸﾊﾞｼ)四丁目 
六角橋(ﾛｸｶｸﾊﾞｼ)五丁目(一部) 

六角橋(ﾛｸｶｸﾊﾞｼ)六丁目(一部) 

 
【西区】 
赤門町(ｱｶﾓﾝﾁｮｳ)２丁目 
東ヶ丘(ｱｽﾞﾏｶﾞｵｶ) 
伊勢町(ｲｾﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
老松町(ｵｲﾏﾂﾁｮｳ) 
岡野(ｵｶﾉ)一丁目 
岡野(ｵｶﾉ)二丁目 
霞ヶ丘(ｶｽﾐｶﾞｵｶ) 
北軽井沢(ｷﾀｶﾙｲｻﾞﾜ) 
北幸(ｷﾀｻｲﾜｲ)一丁目 
北幸(ｷﾀｻｲﾜｲ)二丁目 
楠町(ｸｽﾉｷﾁｮｳ) 
久保町(ｸﾎﾞﾁｮｳ) 
御所山町(ｺﾞｼｮﾔﾏﾁｮｳ) 
境之谷(ｻｶｲﾉﾀﾆ) 
桜木町(ｻｸﾗｷﾞﾁｮｳ)４丁目・５丁目・６丁目・７丁目 
浅間台(ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲ) 
浅間町(ｾﾝｹﾞﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
高島(ﾀｶｼﾏ)一丁目 
高島(ﾀｶｼﾏ)二丁目 
中央(ﾁｭｳｵｳ)一丁目 
中央(ﾁｭｳｵｳ)二丁目 
戸部町(ﾄﾍﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目・７丁目 
戸部本町(ﾄﾍﾞﾎﾝﾁｮｳ) 
西戸部町(ﾆｼﾄﾍﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
西平沼町(ﾆｼﾋﾗﾇﾏﾁｮｳ) 
西前町(ﾆｼﾏｴﾁｮｳ)２丁目・３丁目 
花咲町(ﾊﾅｻｷﾁｮｳ)４丁目・５丁目・６丁目・７丁目 
浜松町(ﾊﾏﾏﾂﾁｮｳ) 
東久保町(ﾋｶﾞｼｸﾎﾞﾁｮｳ) 
平沼(ﾋﾗﾇﾏ)一丁目 
平沼(ﾋﾗﾇﾏ)二丁目 
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藤棚町(ﾌｼﾞﾀﾞﾅﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
みなとみらい一丁目 
みなとみらい二丁目 
みなとみらい三丁目 
【西区の続き】 
みなとみらい四丁目 
みなとみらい五丁目 
みなとみらい六丁目 
南軽井沢(ﾐﾅﾐｶﾙｲｻﾞﾜ) 
南幸(ﾐﾅﾐｻｲﾜｲ)一丁目 
南幸(ﾐﾅﾐｻｲﾜｲ)二丁目 
南浅間町(ﾐﾅﾐｾﾝｹﾞﾝﾁｮｳ) 
宮ヶ谷(ﾐﾔｶﾞﾔ) 
宮崎町(ﾐﾔｻﾞｷﾁｮｳ) 
元久保町(ﾓﾄｸﾎﾞﾁｮｳ) 
紅葉ヶ丘(ﾓﾐｼﾞｶﾞｵｶ) 
 
【中区】 
相生町(ｱｲｵｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
赤門町(ｱｶﾓﾝﾁｮｳ)１丁目 
曙町(ｱｹﾎﾞﾉﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
池袋(ｲｹﾌﾞｸﾛ) 
石川町(ｲｼｶﾜﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
伊勢佐木町(ｲｾｻﾞｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目・７丁目 
上野町(ｳｴﾉﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
打越(ｳﾁｺｼ) 
内田町(ｳﾁﾀﾞﾁｮｳ) 
扇町(ｵｵｷﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
大芝台(ｵｵｼﾊﾞﾀﾞｲ) 
太田町(ｵｵﾀﾏﾁ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
大平町(ｵｵﾋﾗﾁｮｳ) 
翁町(ｵｷﾅﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
尾上町(ｵﾉｴﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
海岸通(ｶｲｶﾞﾝﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
柏葉(ｶｼﾜﾊﾞ) 
かもめ町(ｶﾓﾒﾁｮｳ) 
北方町(ｷﾀｶﾞﾀﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
北仲通(ｷﾀﾅｶﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
黄金町(ｺｶﾞﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
寿町(ｺﾄﾌﾞｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
小港町(ｺﾐﾅﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
鷺山(ｻｷﾞﾔﾏ) 
桜木町(ｻｸﾗｷﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
新港(ｼﾝｺｳ)一丁目 
新港(ｼﾝｺｳ)二丁目 
新山下(ｼﾝﾔﾏｼﾀ)一丁目 
新山下(ｼﾝﾔﾏｼﾀ)二丁目 
新山下(ｼﾝﾔﾏｼﾀ)三丁目 
末広町(ｽｴﾋﾛﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
末吉町(ｽｴﾖｼﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
住吉町(ｽﾐﾖｼﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
諏訪町(ｽﾜﾁｮｳ) 
滝之上(ﾀｷﾉｳｴ) 
竹之丸(ﾀｹﾉﾏﾙ) 
立野(ﾀﾃﾉ) 
千歳町(ﾁﾄｾﾁｮｳ) 
千鳥町(ﾁﾄﾞﾘﾁｮｳ) 
長者町(ﾁｮｳｼﾞｬﾏﾁ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目・７丁目・８丁目・９丁目 
千代崎町(ﾁﾖｻﾞｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
塚越(ﾂｶｺﾞｼ) 
寺久保(ﾃﾗｸﾎﾞ) 
常盤町(ﾄｷﾜﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 



- 11 - 
 

豊浦町(ﾄﾖｳﾗﾁｮｳ) 
仲尾台(ﾅｶｵﾀﾞｲ)  
錦町(ﾆｼｷﾁｮｳ) 
西竹之丸(ﾆｼﾀｹﾉﾏﾙ) 
西之谷町(ﾆｼﾉﾔﾁｮｳ) 
【中区の続き】 
日本大通(ﾆﾎﾝｵｵﾄﾞｵﾘ) 
根岸旭台(ﾈｷﾞｼｱｻﾋﾀﾞｲ) 
根岸加曽台(ﾈｷﾞｼｶｿﾞｳﾀﾞｲ) 
根岸台(ﾈｷﾞｼﾀﾞｲ) 
根岸町(ﾈｷﾞｼﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
野毛町(ﾉｹﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
羽衣町(ﾊｺﾞﾛﾓﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
初音町(ﾊﾂﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
花咲町(ﾊﾅｻｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
英町(ﾊﾅﾌﾞｻﾁｮｳ) 
万代町(ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
日の出町(ﾋﾉﾃﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
福富町仲通(ﾌｸﾄﾐﾁｮｳﾅｶﾄﾞｵﾘ) 
福富町西通(ﾌｸﾄﾐﾁｮｳﾆｼﾄﾞｵﾘ) 
福富町東通(ﾌｸﾄﾐﾁｮｳﾋｶﾞｼﾄﾞｵﾘ) 
富士見町(ﾌｼﾞﾐﾁｮｳ) 
不老町(ﾌﾛｳﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
弁天通(ﾍﾞﾝﾃﾝﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
蓬莱町(ﾎｳﾗｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
本郷町(ﾎﾝｺﾞｳﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
本町(ﾎﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
本牧荒井(ﾎﾝﾓｸｱﾗｲ) 
本牧大里町(ﾎﾝﾓｸｵｵｻﾄﾁｮｳ) 
本牧三之谷(ﾎﾝﾓｸｻﾝﾉﾀﾆ) 
本牧十二天(ﾎﾝﾓｸｼﾞｭｳﾆﾃﾝ) 
本牧町(ﾎﾝﾓｸﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
本牧原(ﾎﾝﾓｸﾊﾗ) 
本牧ふ頭(ﾎﾝﾓｸﾌﾄｳ) 
本牧間門(ﾎﾝﾓｸﾏｶﾄﾞ) 
本牧満坂(ﾎﾝﾓｸﾏﾝｻﾞｶ) 
本牧緑ヶ丘(ﾎﾝﾓｸﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ) 
本牧宮原(ﾎﾝﾓｸﾐﾔﾊﾞﾗ) 
本牧元町(ﾎﾝﾓｸﾓﾄﾏﾁ) 
本牧和田(ﾎﾝﾓｸﾜﾀﾞ) 
真砂町(ﾏｻｺﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
松影町(ﾏﾂｶｹﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
豆口台(ﾏﾒｸﾞﾁﾀﾞｲ) 
港町(ﾐﾅﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 
南仲通(ﾐﾅﾐﾅｶﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目  
南本牧(ﾐﾅﾐﾎﾝﾓｸ) 
簑沢(ﾐﾉｻﾜ) 
宮川町(ﾐﾔｶﾞﾜﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
妙香寺台(ﾐｮｳｺｳｼﾞﾀﾞｲ) 
三吉町(ﾐﾖｼﾁｮｳ) 
麦田町(ﾑｷﾞﾀﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
元浜町(ﾓﾄﾊﾏﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
元町(ﾓﾄﾏﾁ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
矢口台(ﾔｸﾞﾁﾀﾞｲ) 
山下町(ﾔﾏｼﾀﾁｮｳ) 
山田町(ﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ) 
山手町(ﾔﾏﾃﾁｮｳ) 
大和町(ﾔﾏﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
山吹町(ﾔﾏﾌﾞｷﾁｮｳ) 
山元町(ﾔﾏﾓﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
弥生町(ﾔﾖｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
横浜公園(ﾖｺﾊﾏｺｳｴﾝ) 
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吉田町(ﾖｼﾀﾞﾏﾁ) 
吉浜町(ﾖｼﾊﾏﾁｮｳ) 
若葉町(ﾜｶﾊﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
和田山(ﾜﾀﾞﾔﾏ)  
 
 
【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 
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 
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別所(ﾍﾞｯｼｮ)四丁目 
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(一部) 
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) 
【南区の続き】 
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(一部) 
六ツ川(ﾑﾂｶﾜ)三丁目(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 
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) 
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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(一部)  
日野(ﾋﾉ)五丁目 
日野(ﾋﾉ)六丁目(一部) 
【港南区の続き】 
日野(ﾋﾉ)七丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)八丁目(一部) 
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 
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 
上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)二丁目 
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) 
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) 
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) 
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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(ﾅﾅｼﾗﾈ)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 
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) 
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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 
【磯子区の続き】 
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 
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(ｵﾂﾄﾓﾁｮｳ) 
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)(一部) 
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) 
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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) 
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 
【金沢区の続き】 
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 
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ます径 ｈ(m)

Ｋｆ値

比浸透量

(m2)

空隙貯留量

(m3)

ｋ0

飽和透水係数
(m/hr)

浸透時間
(hr)

浸透量

(m3/個)

換算貯留
量

(m3/個)

φ300 0.15 3.70 0.0540 0.05 1.0 0.150 0.20

φ300 0.20 3.99 0.0606 0.05 1.0 0.161 0.22

φ300 0.25 4.28 0.0673 0.05 1.0 0.174 0.24

φ300 0.30 4.59 0.0740 0.05 1.0 0.186 0.26

φ300 0.35 4.90 0.0807 0.05 1.0 0.198 0.28

φ300 0.40 5.21 0.0873 0.05 1.0 0.211 0.30

φ360 0.15 4.02 0.0669 0.05 1.0 0.163 0.23

φ360 0.20 4.33 0.0755 0.05 1.0 0.175 0.25

φ360 0.25 4.65 0.0841 0.05 1.0 0.188 0.27

φ360 0.30 4.97 0.0927 0.05 1.0 0.201 0.29

φ360 0.35 5.30 0.1013 0.05 1.0 0.215 0.32

φ360 0.40 5.64 0.1099 0.05 1.0 0.228 0.34

φ450 0.15 5.80 0.1438 0.05 1.0 0.235 0.38

φ450 0.20 6.20 0.1609 0.05 1.0 0.251 0.41

φ450 0.25 6.61 0.1780 0.05 1.0 0.268 0.45

φ450 0.30 7.03 0.1951 0.05 1.0 0.285 0.48

φ450 0.35 7.45 0.2123 0.05 1.0 0.302 0.51

φ450 0.40 7.89 0.2294 0.05 1.0 0.319 0.55

φ450 0.25 5.47 0.1398 0.05 1.0 0.221 0.36

※雨水浸透ますについては、「横浜市排水設備要覧」参照

※接続雨水浸透ますについては、「横浜市下水道設計標準図」参照

Ｗ(m) Ｈ(m)

Ｋｆ値

比浸透量

(m2)

空隙貯留量

(m3)

ｋ0

飽和透水係数
(m/hr)

浸透時間
(hr)

浸透量

(m3/m)

換算貯留
量

(m3/m)

浸透管 φ100 0.30 0.40 2.32 0.0527 0.05 1.0 0.094 0.15

設計空隙率40% φ100 0.30 0.45 2.47 0.0587 0.05 1.0 0.100 0.16

φ100 0.40 0.40 2.45 0.0687 0.05 1.0 0.099 0.17

φ100 0.40 0.45 2.60 0.0767 0.05 1.0 0.105 0.18

φ150 0.35 0.45 2.54 0.0736 0.05 1.0 0.103 0.18

φ150 0.35 0.50 2.69 0.0806 0.05 1.0 0.109 0.19

φ150 0.45 0.45 2.67 0.0916 0.05 1.0 0.108 0.20

φ150 0.45 0.50 2.83 0.1006 0.05 1.0 0.114 0.22

φ200 0.40 0.50 2.76 0.0988 0.05 1.0 0.112 0.21

φ200 0.40 0.55 2.91 0.1068 0.05 1.0 0.118 0.22

φ200 0.50 0.50 2.89 0.1188 0.05 1.0 0.117 0.24

φ200 0.50 0.55 3.05 0.1288 0.05 1.0 0.123 0.25

種　　　別

接続雨水浸透ます

雨水浸透ます

設計空隙率40%

「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第18条第2項第5号の【基準】に規定する雨水流出抑制施設の「雨水浸
透ます及び雨水浸透管の換算貯留量」は以下の通りとします。

（換算貯留量の算定にあたりｋ0を0.05m/hrとした場合）

なお、これによらない場合は、別途、計算により求めるものとします。

別表－３

●施設の換算貯留量

種　　　別


