
番号 所在区 地名 施設名 受入可能時間

1 鶴見区 生麦 キリンビール株式会社  横浜工場 24時間365日

2 鶴見区 鶴見中央 株式会社松尾工務店 8:30～17:30
（土日祝日を除く）※

3 鶴見区 大黒ふ頭 横浜港国際流通センター事務所棟 24時間365日

4 鶴見区 生麦 GLP横浜 24時間365日

5 神奈川区 鶴屋町 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 9:00～17:00
（日曜・祝日を除く）※

6 神奈川区 鳥越 孝道山本仏殿 敷地内24時間365日
施設内5:00～21:00※

7 神奈川区 鶴屋町 谷川ビル 9:00～17:00
（土日祝日を除く）※

8 神奈川区 子安通 東横イン横浜新子安駅前 10:00～16:00※

9 神奈川区 新町 横浜中央看護専門学校 月～金8:00～19:00
（土日祝日を除く）※

10 神奈川区 子安通 ディアスタ新子安ベイスタイル 24時間365日

11 神奈川区 子安通 クレストシティタワーズ横浜 24時間365日

12 神奈川区 子安通 ピュアシティ子安通 平日8:00～16:00
水曜8:00～12:00 ※

13 西区 岡野 岡野パークハイツ 24時間365日

14 西区 浅間町 ケンセイビル 8:30～17:30
（土日祝日を除く）※

15 西区 高島 日産自動車グローバル本社 24時間365日

16 西区 みなとみらい パシフィコ横浜 24時間365日

17 西区 みなとみらい パシフィコ横浜ノース 24時間365日

18 西区 北幸 ハマボール イアス 24時間365日

19 西区 北幸 HOTEL PLUMM/COSMO Y. 24時間365日

20 西区 南幸 横浜国際ホテル 24時間365日

21 西区 みなとみらい ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 24時間365日

22 西区 南幸 ラウンドワン  横浜駅西口店 24時間365日

23 西区 北幸 立正佼成会横浜教会普門館 24時間365日

24 西区 みなとみらい 富士ゼロックス  横浜みなとみらい事業所 9:00～17:00
（日曜・祝日を除く）※

25 西区 みなとみらい プライムコーストみなとみらい 9:00～17:00※

26 西区 北幸 タカシマヤローズホールビル 10:00～18:00※

27 西区 南幸 JR横浜タワー 7：00～23：00

28 中区 山下町 エスカル横浜 24時間365日

29 中区 長者町 M.O.R.パーキング 24時間365日

30 中区 吉浜町 学校法人横浜山手中華学園 8:30～17:00※

31 中区 港町 割烹蒲焼わかな（鈴木ビル） 11:00～21:00※

32 中区 尾上町 関内新井ビル 9:00～22:00
（土日祝日及び12/29～1/3を除
く）※

33 中区 真砂町 関内中央ビル （市庁舎側） 24時間365日

34 中区 桜木町 クロスゲート 24時間365日

35

中区 弁天通 ゴールドジム横浜馬車道本館

・月曜10時～日曜20時まで
（24時間営業）
・祝日20時まで（第2金曜日前日の
木曜日は23時まで）※

36 中区 住吉町 コンフォートホテル横浜関内 24時間365日

37 中区 新山下 島忠ホームズ新山下店 10:00～21:00※

38 中区 山下町 スターホテル横浜 24時間365日

39 中区 山下町 創価学会神奈川文化会館 9:00～21:00※

40 中区 山下町 ダイワロイネットホテル横浜公園 24時間365日

41 中区 新港 ナビオス横浜 24時間365日

42 中区 長者町 パーキング９  ヨシダ 24時間365日

43 中区 長者町 パーク６００福富町 24時間365日

44 中区 小港町 ビューコート小港団地（ＵＲ都市機構） 24時間365日

45 中区 福富町仲通 平山駐車場 24時間365日

46 中区 花咲町 ブリーズベイホテル 24時間365日

47 中区 山下町 ホテルＪＡＬシティ関内横浜 24時間365日

48 中区 山下町 ホテルニューグランド 24時間365日

津波避難施設（民間施設）（１/２） 令和２年９月１日現在

※ 休館日等を除く

00930160
ハイライト表示

00930160
ハイライト表示



番号 所在区 地名 施設名 受入可能時間

49 中区 錦町 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場 24時間365日

50 中区 山下町 メルパルク横浜 24時間365日

51 中区 山田町 モアレ山田町（ＵＲ都市機構） 24時間365日

52 中区 長者町 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 24時間365日

53 中区 港町 横浜関内ビル 7:00～21:30※

54 中区 桜木町 横浜桜木町ワシントンホテル 24時間365日

55 中区 福富町東通 横浜パークプレイス 24時間365日

56 中区 太田町 横浜平和プラザホテル 24時間365日

57 中区 太田町 横浜メディア・ビジネスセンター 8:00～20:00
（土日祝日を除く）※

58 中区 山下町 ワークピア横浜 9:00～20:00※

59 中区 山下町 タイムズステーション横浜山下町 8：00～20：00※

60 中区 常盤町 横浜中央ＹＭＣＡ 月～土  7:00～21:30
日・祝日  7:00～18:30※

61 中区 伊勢佐木町 スーパーハリウッド伊勢佐木 9:00～23:00※

62 中区 山下町 産業貿易センタービル 24時間365日

63 中区 弁天通 損保ジャパン日本興亜馬車道ビル 月～金  9:00～17:00

64 中区 北仲通 横浜北仲ノット 24時間365日

65 保土ケ谷区 宮田町 財団法人  横浜市水道会館 24時間365日

66 磯子区 森 磯子駅前ビル住宅 24時間365日

67 磯子区 新杉田町 新杉田駅（シーサイドライン） 24時間365日

68 磯子区 磯子 葬儀の板橋 磯子奉斎殿 9:00～17:30※

69 磯子区 磯子 浜田ビル 24時間365日

70 金沢区 泥亀 イオン金沢八景店 10:00～22:00※

71 金沢区 並木 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地（ＵＲ都市機構） 24時間365日

72 金沢区 並木 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地（ＵＲ都市機構） 24時間365日

73 金沢区 鳥浜町 南部市場駅（シーサイドライン） 24時間365日

74 金沢区 幸浦 鳥浜駅（シーサイドライン） 24時間365日

75 金沢区 幸浦 並木北駅（シーサイドライン） 24時間365日

76 金沢区 幸浦 並木中央駅（シーサイドライン） 24時間365日

77 金沢区 幸浦 幸浦駅（シーサイドライン） 24時間365日

78 金沢区 福浦 産業振興センター駅（シーサイドライン） 24時間365日

79 金沢区 福浦 福浦駅（シーサイドライン） 24時間365日

80 金沢区 福浦 市大医学部駅（シーサイドライン） 24時間365日

81 金沢区 海の公園 八景島駅（シーサイドライン） 24時間365日

82 金沢区 海の公園 海の公園柴口駅（シーサイドライン） 24時間365日

83 金沢区 海の公園 海の公園南口駅（シーサイドライン） 24時間365日

84 金沢区 平潟町 野島公園駅（シーサイドライン） 24時間365日

85 金沢区 瀬戸 金沢八景駅（シーサイドライン） 24時間365日

86 金沢区 六浦東 関東学院大学  金沢八景キャンパス  ベンネットホール 24時間365日

87 金沢区 富岡東 ダイクマ テックランド横浜金沢店 24時間365日

88 金沢区 昭和町 独立行政法人海洋研究開発機構  横浜研究所 24時間365日

89 金沢区 福浦 日本発条株式会社  横浜事業所 24時間365日

90 金沢区 並木 ビアレヨコハマ  本館・新館 24時間365日

91 金沢区 谷津町 金沢文庫現業事務所 24時間365日

92 金沢区 白帆 マリーナプラザビル ３階フロア  月曜～金曜
9:00～18:00
６階屋上部  年中  9:00～
21:00（館内臨時休業時除く）
※

93 金沢区 泥亀 ザ・パークハウスオイコス金沢文庫 24時間365日

94 金沢区 平潟町 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会若草病院 24時間365日

津波避難施設（民間施設）（２/２） 令和２年９月１日現在

※ 休館日等を除く

00930160
ハイライト表示



番号 所在区 地名 施設名称 受入可能時間

1 鶴見区 浜町 入船小学校 24時間365日

2 鶴見区 寛政町 寛政中学校 24時間365日

3 鶴見区 末広町 高齢者保養研修施設ふれーゆ ４月～９月  9:00～21:00
10月～３月  10:00～20:00※

4 鶴見区 生麦 市営生麦住宅 24時間365日

5 鶴見区 汐入町 汐入小学校 24時間365日

6 鶴見区 下野谷町 下野谷小学校 24時間365日

7 鶴見区 鶴見中央 鶴見区役所 24時間365日

8 鶴見区 生麦 生麦小学校 24時間365日

9 鶴見区 小野町 横浜サイエンスフロンティア高等学校 24時間365日

10 鶴見区 本町通 横浜市国際学生会館

火～土  9:00～21:00
日月祝休日  9:00～17:00
{毎月第４月曜日
（祝休日の時は翌日）及び 12/29
～1/3を除く}※

11 鶴見区 大黒ふ頭 横浜税関  大黒埠頭出張所 8:30～17:45
（土日祝日及び12/29～1/3を除
く）※

12 鶴見区 向井町 潮田小学校 24時間365日

13 鶴見区 向井町 潮田中学校 24時間365日

14 神奈川区 広台太田町 神奈川区役所 24時間365日

15 神奈川区 鶴屋町 かながわ県民センター 24時間365日

16 神奈川区 東神奈川 神奈川小学校 24時間365日

17 神奈川区 幸ヶ谷 幸ヶ谷小学校 24時間365日

18 西区 岡野 岡野中学校 24時間365日

19 西区 岡野 県立横浜平沼高等学校 24時間365日

20 西区 平沼 平沼小学校 24時間365日

21 西区 西平沼町 平沼集会所 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

22 西区 中央 西区役所 24時間365日

23 西区 浅間町 西スポーツセンター 月～土  7:30～23:00
日祝休日  7:30～21:00※

24 西区 岡野 横浜西合同庁舎 24時間365日

25 中区 本牧原 大鳥中学校 24時間365日

26 中区 本町 開港記念会館 9:00～22:00
｛毎月第４月曜日（祝休日の時は翌日）
及び12/29～1/3を除く｝※

27 中区 本町 横浜市役所 24時間365日

28 中区 新港 海上保安庁横浜海上防災基地 24時間365日

29 中区 山下町 神奈川県横浜合同庁舎 月～金  8:30～17:00※

30 中区 小港町 市営ビューコート小港 24時間365日

31 中区 不老町 市営不老町住宅 24時間365日

32 中区 新山下 市営ベイサイド新山下住宅 24時間365日

33 中区 山下町 職能開発総合センター 月～金  8:30～17:15※

34 中区 日本大通 中区役所 24時間365日

35 中区 山吹町 中消防署 24時間365日

36 中区 花咲町 本町小学校 24時間365日

37 中区 本牧ふ頭 本牧ふ頭総合ビル 24時間365日

38 中区 本牧元町 本牧南小学校 24時間365日

39 中区 山下町 港中学校 24時間365日

40 中区 山下町 横浜市研修センター 24時間365日

41 中区 桜木町 横浜市健康福祉総合センター(４･５･８･９･10階部分） 24時間365日

42 中区 海岸通 横浜税関  本関 8:30～17:45
（土日祝日及び12/29～1/3を除
く）※

43 中区 本牧ふ頭 横浜税関  本牧埠頭出張所 8:30～17:45
（土日祝日及び12/29～1/3を除
く）※

44 中区 山下町 横浜税関  山下分庁舎 8:30～17:45
（土日祝日及び12/29～1/3を除
く）※

45 中区 北仲通 横浜第２合同庁舎（財務省横浜財務事務所管理） 24時間365日

津波避難施設（公共施設）（１/２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年９月１日現在

※  休館日等を除く

00930160
ハイライト表示

00930160
ハイライト表示



番号 所在区 地名 施設名称 受入可能時間

46 中区 羽衣町 横浜吉田中学校 24時間365日

47 南区 高根町 南吉田小学校

48 南区 山王町 日枝小学校

49 南区 東蒔田町 共進中学校 24時間365日

50 南区 南太田 南太田小学校 24時間365日

51 南区 浦舟町 南区役所 24時間365日

52 磯子区 磯子 磯子区役所 24時間365日

53 磯子区 久木町 磯子小学校 24時間365日

54 磯子区 磯子 磯子消防署 24時間365日

55 磯子区 磯子 磯子地区センター 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

56 磯子区 森 市営磯子住宅 24時間365日

57 磯子区 滝頭 市営滝頭住宅 24時間365日

58 磯子区 新杉田町 新杉田地域ケアプラザ 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

59 磯子区 杉田 杉田小学校 24時間365日

60 磯子区 杉田 杉田地区センター 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

61 磯子区 西町 根岸小学校 24時間365日

62 磯子区 西町 根岸中学校 24時間365日

63 磯子区 森 森東小学校 24時間365日

64 磯子区 中原 横浜市消防職員待機宿舎杉田寮(杉田消防出張所) 24時間365日

65 磯子区 馬場町 根岸地区センター 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

66 金沢区 泥亀 いきいきセンター金沢 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

67 金沢区 泥亀 金沢区役所 24時間365日

68 金沢区 瀬戸 金沢高等学校 24時間365日

69 金沢区 町屋町 金沢小学校 24時間365日

70 金沢区 富岡東 県立金沢総合高等学校 24時間365日

71 金沢区 並木 市営金沢住宅（高層棟） 24時間365日

72 金沢区 並木 市営金沢第二住宅 24時間365日

73 金沢区 六浦東 瀬ヶ崎小学校 24時間365日

74 金沢区 鳥浜町 中央卸売市場南部市場  水産棟 24時間365日

75 金沢区 鳥浜町 中央卸売市場南部市場  青果棟 24時間365日

76 金沢区 並木 並木第一小学校 24時間365日

77 金沢区 並木 並木中央小学校 24時間365日

78 金沢区 泥亀 八景小学校 24時間365日

79 金沢区 六浦 六浦地区センター 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

80 金沢区 六浦 六浦中学校 24時間365日

81 金沢区 柳町 柳町コミュニティハウス 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

82 金沢区 柳町 柳町地域ケアプラザ 月～土  9:00～21:00
日祝休日  9:00～17:00※

83 金沢区 柴町 市営金沢柴町住宅 24時間365日

84 金沢区 平潟町 県営平潟団地 24時間365日

85 金沢区 野島町 野島公園内津波避難施設 24時間365日

86 金沢区 柳町 八景公園内津波避難施設 24時間365日

24時間365日
24時間365日

※  休館日等を除く

津波避難施設（公共施設）（２/２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年９月１日現在

00930160
ハイライト表示



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市営金沢第二住宅 

市営金沢住宅（高層棟） 

中央卸売市場南部市場 水産棟 

中央卸売市場南部市場 青果棟 

施設名の後に「※」が入っている施設は、それぞれ受入可

能時間が異なります。 

受入可能時間につきましては、別紙「津波避難施設一覧」

をご覧ください。 

本牧南小学校 

南部市場駅 

鳥浜駅 

並木第一小学校 

並木北駅 

独立行政法人海洋研究開発機構 横浜研究所 

ダイクマ テックランド横浜金沢店 

金沢シーサイドタウン並木一丁目第一団地 

金沢シーサイドタウン並木一丁目第二団地 

杉田小学校 

森東小学校 

磯子区役所 

磯子小学校 

根岸中学校 

根岸小学校 

葬儀の板橋 磯子奉斎殿 ※ 

磯子消防署 

市営磯子住宅 

市営滝頭住宅 

横浜市消防職員待機宿舎杉田寮(杉田消防出張所) 

磯子地区センター ※ 

新杉田地域ケアプラザ ※ 

杉田地区センター ※ 

新杉田駅 

浜田ビル 

磯子団地 

磯子駅前ビル住宅 

マリーナプラザビル※ 



根岸小学校 大鳥中学校 

本牧ふ頭総合ビル 

市営ビューコート小港 

市営ベイサイド新山下住宅 

エスカル横浜

港中学校 

中区役所 

スターホテル横浜

ナビオス横浜

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

横浜第２合同庁舎 

（財務省横浜財務事務所管理） 

ブリーズベイホテル 

横浜桜木町ワシントンホテル 

クロスゲート

本町小学校 

健康福祉総合センター 

（４・５・８・９・10 階部分） 

西区役所 

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 

メルパルク横浜

ホテルニューグランド

学校法人横浜山手中華学園 ※ 

横浜関内ビル ※ 

ワークピア横浜 ※

海上保安庁横浜海上防災基地 

市営不老町住宅 

中消防署 横浜市研修センター 

横浜吉田中学校 

県立横浜平沼高等学校 

平沼小学校 

横浜西合同庁舎 

南吉田小学校 

西スポーツセンター ※ 

平沼集会所 ※ 

開港記念会館 ※ 

神奈川県横浜合同庁舎 ※ 

職能開発総合センター ※ 

施設名の後に「※」が入っている

施設は、それぞれ受入可能時間が

異なります。 

受入可能時間につきましては、別

紙「津波避難施設一覧」をご覧く

ださい。 

創価学会神奈川文化会館 ※ 

関内中央ビル(市庁舎側) 

市営滝頭住宅 

三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場 

ビューコート小港団地 

ホテルＪＡＬシティ横浜関内

ダイワロイネットホテル横浜公園 

Ｍ．Ｏ．Ｒ．パーキング 

割烹蒲焼わかな（鈴木ビル）※ 

パーク６００福富町 

平山駐車場 横浜パークプレイス 

パーキング９ ヨシダ 

モアレ山田町

関内新井ビル※ 

横浜メディア・ビジネスセンター※ 

コンフォートホテル横浜関内

ゴールドジム横浜馬車道本館※ 

横浜平和プラザホテル 

横浜税関 本関※ 

島忠ホームズ新山下店※ 

岡野パークハイツ 

横浜税関 本牧埠頭出張所※ 

横浜税関 山下分庁舎※ 

タイムズステーション横浜山下町※

共進中学校 

日枝小学校 

南太田小学校 

横浜港国際流通センター事務所棟 

横浜中央ＹＭＣＡ※ 

スーパーハリウッド伊勢佐木 ※

産業貿易センタービル 

南区役所 

根岸地区センター※ 

損保ジャパン日本興亜馬車道ビル※ 

横浜市役所

横浜北仲ノット 
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