横浜市土木事務所一覧(五十音順)
青葉土木事務所
□住所 〒225‐0024
青葉区市ケ尾町 31-1
□電話 971-2300
□FAX 971-3400
◎東急 市が尾駅 徒歩約 8 分

磯子土木事務所
□住所 〒235-0016
磯子区磯子 3-14-45
□電話 761-0081
□FAX 753-3267
◎ＪＲ 磯子駅 徒歩約 3 分

港南土木事務所
□住所 〒233-0013
港南区丸山台 1-9-10
□電話 843-3711
□FAX 845-6489
◎市営地下鉄 上永谷駅 徒歩約 3 分

旭土木事務所
□住所 〒241-0032
旭区今宿東町 1555
□電話 953-8801
□FAX 952-1518
◎相鉄 鶴ヶ峰駅 市バス 5，115 系統乗車
今宿小学校入口下車 徒歩約 10 分

神奈川土木事務所
□ 住所 〒221-0801
神奈川区神大寺 2-28-22
□ 電話 491-3363
□ FAX 491-7205
◎ 市営地下鉄片倉町駅 徒歩約 10 分
◎横浜駅西口，東神奈川駅，
市バス 36 系統乗車神奈川土木事務所前下車

港北土木事務所
□住所 〒222-0037
港北区大倉山 7-39-1
□電話 531-7361
□FAX 531-9699
◎東急 大倉山駅 徒歩約 15 分

表

H28.4
泉土木事務所
□住所 〒245‐0016
泉区和泉町 4623
□電話 800-2532
□FAX 800-2540
◎相鉄 いずみ中央駅 徒歩約 3 分

金沢土木事務所
□住所 〒236-0014
金沢区寺前 1-9-26
□電話 781-2511
□FAX 781-2822
◎京急 金沢文庫駅 徒歩約 13 分
◎京急 金沢八景駅 徒歩約 15 分

栄土木事務所
□住所 〒247-0007
栄区小菅ケ谷 1-6-1
□電話 895-1411
□FAX 895-1421
◎JR 本郷台駅 徒歩約 3 分

瀬谷土木事務所
□住所 〒246-0022
瀬谷区三ツ境 153-7
□電話 364-1105
□FAX 391-6974
◎相鉄 三ツ境駅 徒歩約 15 分

戸塚土木事務所
□住所 〒244-0003
戸塚区戸塚町 2974-1
□電話 881-1621
□FAX 862-3501
◎ＪＲ 戸塚駅
徒歩約 15 分
◎戸塚バスセン
ター 神奈中バ
ス藤沢，ドリー
ムランド方面行
大坂下下車
徒歩約 5 分

保土ヶ谷土木事務所
□住所 〒240-0005
保土ケ谷区神戸町 61
□電話 331-4445
□FAX 335-0531
◎相鉄 天王町駅 徒歩約 6 分
◎ＪＲ 保土ケ谷駅 徒歩約 15 分
◎横浜駅西口，市バス 25 系統，
相鉄バス西原住宅行乗車 神明社前下車

都筑土木事務所
□住所 〒224-0032
都筑区茅ケ崎中央 32-1（区庁舎 4 階）
□電話 942-0606
□FAX 942-0809
◎市営地下鉄 センター南駅 徒歩約 6 分

中土木事務所
□住所 〒231-0023
中区山下町 246
□電話 641-7681
□FAX 664-6196
◎ＪＲ 石川町駅 徒歩約 5 分
◎ＪＲ 関内駅 徒歩約 10 分

緑土木事務所
□住所 〒226-0025
緑区十日市場町 876-13
□電話 981-2100
□FAX 981-2112
◎ＪＲ 十日市場駅 徒歩約 3 分

裏

鶴見土木事務所
□住所 〒230-0051
鶴見区鶴見中央 3-28-1
□電話 510-1669
□FAX 505-1318
◎ＪＲ 鶴見駅，京急 京急鶴見駅
徒歩約 10 分

西土木事務所
□住所 〒220-0055
西区浜松町 12-6
□電話 242-1313
□FAX 241-7582
◎相鉄 西横浜駅 徒歩約 5 分

南土木事務所
□住所 〒232-0024 横浜市南区浦舟町 2－33（南
区総合庁舎内土木事務所棟 1 階）
□電話 341-1106 □FAX 241-1156
○市営地下鉄「阪東橋」駅 徒歩約８分
○京浜急行「黄金町」駅 徒歩約１４分
○「南区総合庁舎前」徒歩すぐ
・市営：79・158 系統、神奈中：戸 45 系統〈新設〉、相
鉄：旭４系統、京急：110 系統
○「浦舟町」徒歩約２分
市営：68・102・158・324 系統、京急：110：系統
○「阪東橋」徒歩約８分
市営：２・32・68・102・79・113 系統、神奈中：戸 03・
東 06・横 43・横 44・港 61・船 20 系統、相鉄：旭４系
統

