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７－３ ＜避難・受入れ＞ 

 

（４）特別避難場所協定締結施設数 

平成24年12月現在 

行 政 区 施 設 数 行 政 区 施 設 数 行 政 区 施 設 数 

鶴 見 区 18 保 土 ケ 谷 区 22 青 葉 区 24 

神 奈 川 区 16 旭 区 51 都 筑 区 24 

西 区 14 磯 子 区 25 戸 塚 区 36 

中 区 12 金 沢 区 22 栄 区 20 

南 区 27 港 北 区 10 泉 区 27 

港 南 区 17 緑 区 25 瀬 谷 区 14 

 

 

（５）市都心部における帰宅困難者の一時避難場所、一時宿泊場所 

施 設 名 称 所 在 地 
電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 
分 類 

横浜公園 中区横浜公園 661-1251 

一時避難場所 
沢渡中央公園 神奈川区沢渡4-1 ― 

岡野公園 西区岡野2-9-1 311-2613 

みなとみらい21地区 西区みなとみらい1丁目他 ― 

横浜国際平和会議場 西区みなとみらい1-1-1 
221-2122 

221-2137 一時宿泊場所 

横浜アリーナ 港北区新横浜3-10 474-4000 

 

 

（６）帰宅困難者の一時滞在場所 

   ア  民間施設 

番号 駅 施 設 名 所在地 

１ 鶴見駅・京急鶴見駅 ナイス株式会社 本社ビル 鶴見区 

２ 鶴見駅・京急鶴見駅 松尾工務店 鶴見区 

３ 生麦駅 キリンビール株式会社 横浜工場 鶴見区 

４ 東神奈川駅・仲木戸駅 横浜医療秘書歯科助手専門学校（学校法人三幸学園） 神奈川区 

５ 東神奈川駅・仲木戸駅 横浜こども専門学校（学校法人三幸学園） 神奈川区 

６ 東神奈川駅・仲木戸駅 横浜スイーツ＆カフェ専門学校（学校法人三幸学園） 神奈川区 

７ 東神奈川駅・仲木戸駅 横浜ビューティーアート専門学校（学校法人三幸学園） 神奈川区 

８ 東神奈川駅・仲木戸駅 横浜リゾート＆スポーツ専門学校（学校法人三幸学園） 神奈川区 

９ 東神奈川駅・東白楽駅 孝道山本仏殿 神奈川区 

10 横浜駅・神奈川駅 青木山 本覚寺 神奈川区 

11 横浜駅 情報科学専門学校（学校法人岩崎学園） 神奈川区 

12 横浜駅 代々木ゼミナール 横浜校 神奈川区 

13 横浜駅 谷川ビル 神奈川区 

14 横浜駅 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 神奈川区 

15 横浜駅 横浜ｆカレッジ（学校法人岩崎学園） 西区 
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番号 駅 施 設 名 所在地 

16 横浜駅 ラウンドワン 横浜駅西口店 西区 

17 横浜駅 富士ゼロックスR＆Dスクエア 西区 

18 横浜駅 立正佼成会 横浜普門館 西区 

19 横浜駅 ホテルキャメロットジャパン 西区 

20 横浜駅 横浜国際ホテル 西区 

21 横浜駅 日産自動車本社ビル 西区 

22 横浜駅 ハマボール イアス 西区 

23 みなとみらい駅 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 西区 

24 みなとみらい駅 パシフィコ横浜 西区 

25 天王町駅 ケンセイビル 西区 

26 桜木町駅 ブリーズベイホテル 中区 

27 桜木町駅 横浜桜木町ワシントンホテル 中区 

28 桜木町駅 クロスゲート 中区 

29 桜木町駅・馬車道駅 ナビオス横浜 中区 

30 馬車道駅 ゴールドジム横浜馬車道本館 中区 

31 馬車道駅 ゴールドジム横浜馬車道別館プールアネックス 中区 

32 日本大通り駅 ホテルＪＡＬシティ関内 横浜 中区 

33 日本大通り駅 シルクセンター国際貿易観光会館 中区 

34 日本大通り駅 産業貿易センター 中区 

35 関内駅 ホテル横浜ガーデン 中区 

36 関内駅 割烹蒲焼わかな（鈴木ビル） 中区 

37 関内駅 関内新井ビル 中区 

38 元町・中華街駅 スターホテル横浜 中区 

39 元町・中華街駅 ホテルニューグランド 中区 

40 元町・中華街駅 ホテルモントレ横浜 中区 

41 元町・中華街駅 ローズホテル横浜 中区 

42 元町・中華街駅 創価学会神奈川文化会館 中区 

43 元町・中華街駅 エスカル横浜 中区 

44 元町・中華街駅 メルパルク横浜 中区 

45 石川町駅 学校法人 横浜山手中華学園 中区 

46 根岸駅 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場 中区 

47 磯子駅 磯子商業振興協同組合(磯子アイランドビル) 磯子区 

48 吉野町駅 株式会社マーメイドケアー 磯子区 

49 並木北駅 三菱重工業株式会社横浜製作所金沢工場 金沢区 

50 産業振興センター駅 横浜市金沢産業振興センター 金沢区 

51 市大医学部駅 日本発条株式会社 横浜事業所 本館棟 金沢区 

52 新横浜駅 新横浜グレイスホテル 港北区 

53 新横浜駅 新横浜国際ホテル 港北区 

54 新横浜駅 新横浜フジビューホテル 港北区 

55 新横浜駅 新横浜プリンスホテル 港北区 

56 新横浜駅 横浜アリーナ 港北区 

57 新横浜駅 横浜医療情報専門学校（学校法人岩崎学園） 港北区 

58 新横浜駅 坂本祭典 新横浜斎場 港北区 

59 新横浜駅 横浜デジタルアーツ専門学校（学校法人岩崎学園） 港北区 

60 日吉駅 慶応義塾大学 日吉キャンパス 港北区 

61 保土ケ谷駅 坂本祭典 保土ケ谷斎場 保土ケ谷区 
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番号 駅 施 設 名 所在地 

62 和田町駅 坂本祭典 和田町斎場 保土ケ谷区 

63 蒔田駅 大山ねずの命神示教会信光会館 南区 

64 上大岡駅 坂本祭典 上大岡斎場 港南区 

65 上大岡駅 セントラルホール 上大岡駅前式場 港南区 

66 青葉台駅 大成祭典株式会社 セレモニーホール大成第２ 青葉区 

67 長津田駅 大林寺 山水閣 緑区 

68 長津田駅 森村学園 緑区 

69 西谷駅 坂本祭典 西谷斎場 旭区 

70 二俣川駅 坂本祭典 二俣川斎場 旭区 

71 戸塚駅 戸塚法人会館 戸塚区 

72 東戸塚駅 横浜保育福祉専門学校（学校法人岩崎学園） 戸塚区 

73 東戸塚駅 横浜リハビリテーション専門学校（学校法人岩崎学園） 戸塚区 

74 東戸塚駅 株式会社コナカ 本社ビル 戸塚区 

 

   イ 公共施設 

番号 駅 施 設 名 所在地 

１ 鶴見駅・京急鶴見駅 鶴見公会堂 鶴見区 

２ 横浜駅・三ツ沢上町駅 横浜市平沼記念体育館 神奈川区 

３ 東神奈川駅 神奈川公会堂 神奈川区 

４ 横浜駅 横浜市民防災センター 神奈川区 

５ 横浜駅 西公会堂 西区 

６ 桜木町駅・日ノ出町駅 横浜市中央図書館 西区 

７ 桜木町駅・みなとみらい駅 横浜市市民活動支援センター 中区 

８ 桜木町駅・みなとみらい駅 横浜市市民活動支援センター 中区 

９ 馬車道駅 横浜第２合同庁舎（財務省横浜財務事務所管理） 中区 

10 関内駅・馬車道駅 関内ホール 中区 

11 関内駅・日本大通り駅 横浜市開港記念会館 中区 

12 関内駅 横浜文化体育館 中区 

13 根岸駅 根岸地区センター 磯子区 

14 磯子駅 磯子公会堂 磯子区 

15 磯子駅 磯子地区センター 磯子区 

16 新杉田駅・杉田駅 磯子スポーツセンター 磯子区 

17 新杉田駅・杉田駅 杉田劇場 磯子区 

18 洋光台駅 洋光台第一中学校 磯子区 

19 富岡駅 富岡並木地区センター 金沢区 

20 能見台駅 能見台地区センター 金沢区 

21 金沢文庫駅 金沢公会堂 金沢区 

22 六浦駅 六浦地区センター 金沢区 

23 日吉駅 日吉地区センター 港北区 

24 綱島駅 綱島地区センター 港北区 

25 大倉山駅 港北公会堂 港北区 

26 新羽駅 新田地区センター 港北区 

27 新横浜駅 港北スポーツセンター 港北区 

28 星川駅 保土ケ谷公会堂 保土ケ谷区 

29 蒔田駅 蒔田コミュニティハウス 南区 

30 蒔田駅 南公会堂 南区 

31 南太田駅 男女共同参画センター横浜南 南区 
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