
広域避難場所一覧 

  広域避難場所名 所在地 

1 汐見台団地及び久良岐公園一帯 
港南区上大岡東３丁目、 

磯子区汐見台１～３丁目 

2 日野公園墓地及び日野中央公園一帯 日野中央１・２丁目 

3 野庭団地 野庭町 

4 こども医療センター一帯 
港南区芹が谷２丁目 

南区六ッ川２丁目 

5 下永谷市民の森 下永谷町 

6 港南台団地一帯 港南台２～６丁目 
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地域防災拠点一覧 
学校名 所在地 給水施設※ 下水直結トイレ 

上大岡小学校 上大岡東 3-11-1 緊   受 有 

日下小学校 笹下 3-9-1        受 有 

南台小学校 港南 5-6-1       受 有 

笹下中学校 港南 5-8-1 緊   受 有 

桜岡小学校 大久保 1-6-43 緊 タ 有 

吉原小学校 日野 2-20-40 緊   受 有 

相武山小学校 上永谷 1-7-5 緊 有 

港南中学校 港南中央通 6-1 緊 タ 有 

丸山台小学校 丸山台 3-8-1 緊 タ 有 

下野庭小学校 野庭町 602 緊 有 

丸山台中学校 丸山台 4-1-1 緊   受   

芹が谷小学校 芹が谷 3-32-1      受   

芹が谷南小学校 芹が谷 4-22-1       受   

芹が谷中学校 芹が谷 2-7-1 緊   

永谷小学校 下永谷 5-48-15       受 有 

永野小学校 上永谷 2-21-10         受 有 

上永谷中学校 上永谷 4-12-14 緊 タ   

下永谷小学校 東永谷 1-36-1 緊   受 有 

東永谷中学校 東永谷 2-14-7         受   

野庭すずかけ小学校 野庭町 346-2       受 有 

旧野庭中学校 野庭町 630 緊 タ 有 

港南台第一小学校 港南台 6-7-1        受 有 

港南台第二小学校 港南台 5-4-1 緊 タ 有 

港南台第三小学校 港南台 2-14-1         受 有 

港南台第一中学校 港南台 6-6-1 緊   受 有 

日野南小学校 日野南 6-35-1 緊   受 有 

小坪小学校 港南台 4-11-1       受 有 

日野小学校 日野 7-11-1 緊   受 有 

日野南中学校 港南台 4-37-1 緊   受   

日限山小学校 日限山 2-16-1 緊   受 有 

日限山中学校 日限山 4-33-1 緊   

洋光台第三小学校 磯子区洋光台 2-4-1       受 有 

※ 給水施設の欄の緊は緊急給水栓、タは地下給水タンク、受は受水槽を活用した飲料水確保対策の

ことです。 
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応急給水拠点一覧 

 
配水池（単位は立方メートル） 

施設名 所在地 有効貯水量 地震時確保見込量 

港南台配水池 港南区港南台８－４ 90,000        27,000 

上永谷配水池 港南区上永谷町 4248 20,000  4,000  

 

災害用地下給水タンク（有効貯水量は60立方メートル） 

設置場所名 所在地 設置場所名 所在地 

港南台第二小学校 港南台 5-4-1 丸山台小学校 丸山台 3-8-1 

桜岡小学校 大久保 1-6-43 下永谷第二公園※ 下永谷 6-15 

上永谷中学校 上永谷4-12-14   

港南中学校 港南中央通6-1   

旧野庭中学校 野庭町630   

 ※下永谷第二公園は水道・消防兼用貯水槽100立方メートル 

 

緊急給水栓設置場所（23基） 

設置場所名 所在地 設置場所名 所在地 

港南台第二小学校 港南台 5-4-1 笹下中学校 港南 5-8-1 

桜岡小学校 大久保 1-6-43 上大岡小学校 上大岡東 3-11-1 

日野南小学校 日野南 6-35-1 日野小学校 日野 7-11-1 

日野南中学校 港南台4-37-1 下永谷小学校 東永谷 1-36-1 

丸山台中学校 丸山台4-1-1 丸山台小学校 丸山台3-8-1 

上永谷中学校 上永谷4-12-14 日限山小学校 日限山2-16-1 

日限山中学校 日限山4-33-1 吉原小学校 日野2-20-40 

港南中学校 港南中央通6-1 下野庭小学校 野庭町602 

港南台第一中学校 港南台6-6-1 相武山小学校 上永谷1-7-5 

旧野庭中学校 野庭町630 南高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 東永谷2-1-1 

芹が谷中学校 芹が谷2-7-1 野庭中央公園 野庭町613 

  港南区総合庁舎 港南4-2-10 
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福祉避難所一覧 
 

 
施設名 施設種別 所在地 

1 港南台地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 港南台 3-3-1 

2 港南中央地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 港南 4-2-7 

3 下永谷地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 下永谷 3-33-5 

4 東永谷地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 東永谷 1-1-12 

5 日下地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 笹下 3-11-1 

6 日野南地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 日野南 3-1-11 

7 野庭地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 野庭町 612 

8 芹が谷地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 芹が谷 2-16-12 

9 日限山地域ケアプラザ 地域ケアプラザ 日限山 1-66-55 

10 蓬莱荘 老人福祉センター 港南台 6-22-38 

11 港南あおぞら 介護老人保健施設 野庭町 2187-1 

12 オアシス 介護老人保健施設 野庭町 146-1 

13 すこやか 介護老人保健施設 下永谷 5-81-18 

14 パラダイム港南 特別養護老人ホーム 下永谷 3-10-7 

15 すずかけの郷 特別養護老人ホーム 野庭町 1688 

16 芙蓉苑 特別養護老人ホーム 下永谷 4-21-10 

17 野庭苑 特別養護老人ホーム 日野南 5-56-2 

18 サンバレー 特別養護老人ホーム 下永谷 4-24-1 

19 笹の風 特別養護老人ホーム 笹下 4-12-35 

20 日野サザンポート 特別養護老人ホーム 日野 6-13-1 

21 ひまわり港南台 特別養護老人ホーム 日野南 3-7-10 

22 泉の郷日野南 特別養護老人ホーム 日野南 4-29-9 

23 野庭風の丘 養護老人ホーム 野庭町 631 

24 港南中央地域活動ホームそよかぜの家 障害者地域活動ホーム 港南 4-2-8 

25 港南福祉ホーム 障害者地域活動ホーム 港南台 7-25-22 

26 港南地域活動ホームひの 障害者地域活動ホーム 日野 8-21-12 

27 シーダひのき工房 障害福祉サービス事業所 日野中央 2-25-1 

28 シーダ日野学園 障害者支援施設 日野中央 2-25-1 

29 港南区生活支援センター 精神障害者生活支援センター 港南 4-2-7 

30 横浜医療福祉センター港南 医療型障害児入所施設 港南台 4-6-20 
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帰宅困難者一時滞在施設一覧 
 

 
施設名 所在地 

1 港南公会堂 港南中央通 10-1 

2 港南地区センター 日野 1-2-31 

3 横浜市港南スポーツセンター 日野 1-2-30 

4 上大岡 SK ホテル 最戸 1-18-18 

5 セントラルホール上大岡駅前式場 上大岡西 1-2-2 

6 港南台地区センター 港南台 5-3-1 
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補充的避難所一覧 
 

 
施設名 所在地 

1 神奈川県立永谷高等学校 下永谷 1-28-1 

2 神奈川県立横浜南陵高等学校 日野中央 2-26-1 

3 神奈川県立横浜明朋高等学校 港南台 9-18-1 

4 かながわ平和祈念館 大久保 1-8-10 
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補完施設一覧 
 

 
施設名 所在地 

1 港南地区センター 日野 1-2-31 

2 永谷地区センター 芹が谷 5-47-5 

3 港南台地区センター 港南台 5-3-1 

4 東永谷地区センター 東永谷 1-1-12 

5 野庭地区センター 野庭町 612 

6 桜道コミュニティハウス 港南 6-2-3 

7 上大岡コミュニティハウス 上大岡東 2-9-38 

8 日野南コミュニティハウス 日野南 6-14-1 

9 野庭すずかけコミュニティハウス（学校併設） 野庭町 346-2 

10 上永谷（中）コミュニティハウス（学校併設） 上永谷 4-12-14 

11 日限山（小）コミュニティハウス（学校併設） 日限山 2-16-1 

12 港南台（第三小）コミュニティハウス（学校併設） 港南台 2-14-1 

13 下野庭スポーツ会館 野庭町 136-4 

14 港南台北公園こどもログハウス 港南台 1-3 

15 港南公会堂 港南中央通 10-1 

 

資料 6 



災害拠点病院・災害時救急病院一覧 

 

災害拠点病院 

 病院名 所在地 

1 恩賜財団済生会横浜市南部病院 港南台 3-2-10 

災害時救急病院 

 病院名 所在地 

1 医療法人裕徳会港南台病院 港南台 2-7-41 

2 医療法人社団仁明会 

秋山脳神経外科病院 
上永谷 2-10-36 

3 横浜東邦病院 最戸 1-3-16 

4 神奈川県立精神医療センター（注１） 芹が谷 2-5-1 

5 医療法人社団成仁会長田病院 丸山台 2-2-10 

6 東條ウイメンズホスピタル（注２） 丸山台 2-34-7 

注１ 災害時も精神科のみの診療を行います。 

注２ 災害時も産婦人科のみの診療を行います。 
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医療救護隊活動場所一覧 

 
区内の被害状況等により、医師、看護師、薬剤師等で構成される医療救護隊が編成されると、主に

下表の活動場所で、定点及び巡回での軽症者に対する応急医療を行います。 

 

 施設名 住所 

1 港南区休日急患診療所 港南中央通 7-29 

2 恩賜財団済生会横浜市南部病院 港南台 3-2-10 

3 医療法人裕徳会港南台病院 港南台 2-7-41 

4 医療法人社団仁明会秋山脳神経外科病院 上永谷 2-10-36 

5 横浜東邦病院 最戸 1-3-16 

6 医療法人社団成仁会長田病院 丸山台 2-2-10 

7 医療法人健生会朝倉病院 下永谷 5-81-12 

8 その他 地域防災拠点 など  
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地域防災拠点に配備する応急手当用品一覧 
 

（地域防災拠点での軽傷者対応のための応急手当用品） 

 

 応急手当用品等の種類 容量・その他 数量 

1 保管箱（プラスチックケース） 外寸 450 ㎜×270 ㎜×230 ㎜ １個 

2 滅菌ガーゼ ８枚 ５箱 

3 伸縮包帯 ５㎝×９ｍ 10 巻 ２箱 

4 ステンレスはさみ 130 ㎜ ３個 

5 絆創膏 Ｍサイズ 100 枚 ２箱 

6 絆創膏（大） Ｌサイズ ７枚 ３箱 

7 洗浄綿 20 包 １箱 

8 消毒薬 75ml 10 個 

9 サージカルテープ 12 ㎜×９ｍ ６個 

10 ポリ手袋 20 枚 １箱 

11 消炎鎮痛剤 24 枚 １箱 

※No.2～11 が No.1 の保管箱に収納されています。 
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医薬品等の種類 

 

項目 医薬品等の種類 備考 

薬局、休日急患

診療所及び区

役所等 

医薬品 

消毒剤、鎮痛剤、抗生物質製剤、

局所麻酔剤、輸液製剤、血管拡張

剤、解熱鎮痛消炎剤、総合感冒

剤、慢性疾患薬等 

備蓄医薬品等に不足が生じ

る場合、区本部医療調整班

や市本部医療調整チームと

の連携により必要量を確保

します。 

医療器具 
注射器、輸液用具、縫合止血用

具、固定副子等 

衛生材料 ガーゼ、包帯、絆創膏等 
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