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2.2.8 公共施設等の状況 

1) 教育施設等 

調査区域における教育施設等の名称は表 2.2-16(1)～(3)に、位置は図 2.2-15 に示すとおり

です。計画区域に最も近い施設は、西側約100mのオハナ・イングリッシュ・プリスクールみなと

みらい(No.28)です。また、計画区域に近い施設として、幼稚園・保育園では他にポピンズナーサ

リースクール馬車道(No.27)、アスク馬車道保育園(No.32)があります。小学校は西側約1kmに本

町小学校(No.85)、中学校は南西約1kmに横浜吉田中学校(No.91)があります。 

 

表 2.2-16(1) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名  称 

幼稚園・保育園 西区 1 横浜みなとみらい保育園 

  2 京急キッズランド新高島保育園 

  3 ニチイキッズＭＭ新高島保育園 

  4 
キッズパートナーみなとみらい 
キッズパートナーみなとみらい第2 

  5 HarborKids保育園 みなとみらい 

  6 キンダーキッズインターナショナルスクール横浜校 

  7 も、の保育園 みなとみらい 

  8 アミ—保育園 高島園 

  9 ポピンズナーサリースクール横浜 

  10 うちゅう保育園みなとみらい 

  11 モナークインターナショナルプリスクール 

  12 にじいろ保育園みなとみらい 

  13 ポピンズナーサリースクールみなとみらい 

  14 みなとみらいくばがさ保育園 

  15 グリーンポート桜木町保育園 

  16 アミー保育園 ＹＯＫＯＨＡＭＡ 

  17 Maple Nursery 

  18 おはよう保育園花咲町 

  19 戸部幼稚園 

  20 イマジン・インターナショナル・プリスクール 

  21 キャリー保育園 桜木町 

  22 マイ・ハート紅葉ヶ丘保育園 

  23 野毛山幼稚園 

 中区 24 桜木町ステーションナーサリー 

  25 
キッズパートナー横浜市役所 
キッズパートナー横浜市役所一時保育室 

  26 Gymboree International Preschool&Afterschool 馬車道校 

  27 ポピンズナーサリースクール馬車道 

  28 オハナ・イングリッシュ・プリスクールみなとみらい 

  29 クラウン保育園 

  30 ニチイキッズ桜木町保育園 

  31 Cosmo Global Kids International School 

  32 アスク馬車道保育園 

  33 HarborKids保育園 

  34 チューリップ保育園 日ノ出町 

  35 ピクニックナーサリー 

  36 CHEERFUL LAND 

  37 聖母幼稚園 

  38 保育園ころころキッズガーデン 

  39 伊勢佐木町幼稚園 

注）表中のNo.は図 2.2-15に対応します。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「保育所・保育施設検索」、「幼稚園・認定こども園一覧」、「横浜市立学校名簿」 

（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「神奈川県私立学校名簿」、「認定こども園一覧」（神奈川県ホームページ、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-16(2) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名  称 

幼稚園・保育園 中区 40 六一保育園 

  41 にじいろ保育園関内 

  42 YMCA Global Kindergarten 

  43 徳育キッズビレッジ山下町 

  44 保育ルーム山下公園 

  45 アスク山下町保育園 

  46 えみりお横浜保育園 

  47 ル・ボワ保育園 

  48 ヨコハマきぼう保育園 

  49 寿福祉センター保育所 

  50 ことぶき保育園 

  51 保育園ばんびーな 

  52 横浜学院幼稚園 

  53 保育園小紅 

  54 熊猫幼稚園 

  55 キディ石川町・横浜 

  56 ラフ・クルー元町保育園 

  57 横浜中華保育園 

  58 愛嬰幼保学園 横浜園 

  59 横浜中華保育園 

  60 さくら幼稚園 

  61 木下の保育園 

  62 Ｏｒｃｈａｒｄ Ｋｉｎｄｅｒ バイリンガル保育所 

  63 保育ルーム 元町中華街 

  64 横浜学園附属元町幼稚園 

  65 マフィス横濱元町 

  66 アメリカ山徳育こども園 

  67 うちゅう保育園やました 

  68 うみの風保育園 

  69 横浜三育幼稚園 

  70 横浜みこころ幼稚園 

  71 横浜クリスチャンスクール 

  72 うちゅうこども園やまて 

  73 山手保育園 

  74 新山下二丁目保育所 

 南区 75 ババナーサリー（Babanursery） 

  76 保育園キディハウス 

  77 クラ・ゼミ保育園 吉野町 

  78 キッズハウス チャビイ 

  79 P-kaboo保育園 

  80 やすらぎ保育園 

  81 玉泉寺幼稚園 

小学校 西区 82 みなとみらい本町小学校 

  83 戸部小学校 

  84 東小学校 

 中区 85 本町小学校 

  86 元街小学校 

  87 北方小学校 

 南区 88 関東学院小学校 

  89 南吉田小学校 

中学校 西区 90 老松中学校 

注）表中のNo.は図 2.2-15に対応します。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「保育所・保育施設検索」、「幼稚園・認定こども園一覧」、「横浜市立学校名簿」 

（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「神奈川県私立学校名簿」、「認定こども園一覧」（神奈川県ホームページ、令和3年1月調べ） 

  



2-32 
 

表 2.2-16(3) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名  称 

中学校 中区 91 横浜吉田中学校 

  92 港中学校 

  93 横浜女学院中学校 

  94 横浜共立学園中学校 

  95 フェリス女学院中学校 

  96 横浜雙葉中学校 

高等学校 中区 97 みなと総合高等学校 

  98 横浜女学院高等学校 

  99 横浜共立学園高等学校 

  100 フェリス女学院高等学校 

  101 横浜雙葉高等学校 

大学 西区 102 八洲学園大学(通信制) 

 中区 103 東京藝術大学横浜キャンパス馬車道校舎 

  104 星槎大学大学院 

  105 東京藝術大学横浜キャンパス中華街校舎 

  106 フェリス女学院大学 

その他 中区 107 聖坂養護学校 

注）表中のNo.は図 2.2-15に対応します。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「保育所・保育施設検索」、「幼稚園・認定こども園一覧」、「横浜市立学校名簿」 

（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「神奈川県私立学校名簿」、「認定こども園一覧」「県内大学一覧」 

（神奈川県ホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-15教育機関等の位置 

 

  

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

   「保健所・保育施設検索」、「幼稚園・認定こども園一覧」、「横浜市立学校名簿」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「神奈川県私立学校名簿」、「認定こども園一覧」、「県内大学一覧」（神奈川県ホームページ、令和3年1月調べ） 

神奈川区 

図 2.2-15 教育施設等の位置 
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2) 医療機関 

調査区域における主な医療機関の名称は表 2.2-17に、位置は図 2.2-16に示すとおりです。 

計画区域の周辺では、西南西側約500mに横浜市歯科保健医療センター(No.6)があります。 

 

表 2.2-17 主な医療機関 

行政区分 No. 名  称 

西区 1 医療法人社団善仁会 横浜第一病院 

2 医療法人恵仁会松島病院 

3 医療法人明和会亀田病院 

4 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 

中区 5 横浜市夜間急病センター 

6 横浜市歯科保健医療センター 

7 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 

8 医療法人回生会 ふれあい横浜ホスピタル 

9 横浜掖済会病院 

注）表中のNo.は図 2.2-16に対応します。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」 

（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-16 主な医療機関 

 
  

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

 

神奈川区 

図 2.2-16 主な医療機関の位置 
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3) 主な官公庁等 

調査区域の主な官公庁等の名称は表 2.2-18に、位置は図 2.2-17に示すとおりです。 

計画区域の周辺では、東側に神奈川県警察本部(No.5)が隣接し、西側約 300m に横浜第 2 合同

庁舎内郵便局(No.19)、横浜地方法務局(No.36)があります。 

 

表 2.2-18 主な官公庁等 

種類 行政区分 No. 名  称 

県庁・市役所・区役
所等 

中区 1 横浜市役所 

 2 神奈川県庁 

  3 中区役所 

  4 中土木事務所 

警察署等 中区 5 神奈川県警察本部 

  6 横浜水上警察署 

  7 加賀町警察署 

  8 伊勢佐木警察署 

消防署等 中区 9 山下町消防出張所 

  10 中消防署 

郵便局 西区 11 横浜中央郵便局 

  12 みなとみらい四郵便局 

  13 クイーンズスクエア横浜郵便局 

  14 横浜ランドマークタワー郵便局 

  15 横浜戸部本町郵便局 

  16 横浜戸部郵便局 

 中区 17 横浜桜木郵便局 

  18 横浜市役所内郵便局 

  19 横浜第2合同庁舎内郵便局 

  20 横浜本町郵便局 

  21 シルクセンター内郵便局 

  22 横浜港郵便局 

  23 横浜太田町郵便局 

  24 横浜住吉町郵便局 

  25 神奈川中小企業センター内郵便局 

  26 横浜日之出町郵便局 

  27 横浜赤門郵便局 

  28 横浜中郵便局 

  29 横浜長者町郵便局 

  30 横浜中華街郵便局 

  31 石川町駅前郵便局 

 南区 32 横浜浦舟郵便局 

  33 横浜吉野町郵便局 

その他 西区 34 街角の年金相談センター 横浜 

  35 横浜駅行政サービスコーナー 

 中区 36 横浜地方法務局 

  37 神奈川県パスポートセンター 

  38 横浜簡易裁判所 

  39 横浜中年金事務所 

  40 横浜家庭裁判所 

  41 ハローワーク横浜 

  42 横浜県税事務所 

  43 横浜中税務署 

注）表中のNo.は図 2.2-17に対応します。 

資料：「2020年度版 暮らしのガイド」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「郵便局・ATMをさがす」（日本郵政グループホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-17 主な官公庁等の位置 

 

 

  

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである 

資料：「2020年度版 暮らしのガイド」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

   「郵便局・ATMを探す」（日本郵政グループホームページ、令和3年1月調べ） 

神奈川区 

図 2.2-17 主な官公庁等の位置 
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4) 福祉施設等 

調査区域の福祉施設等の名称は表 2.2-19に、位置は図 2.2-18に示すとおりです。 

計画区域の周辺では南東側約100mにらいふアシスト馬車道(No.9)、南西側約200mにリアンレ

ーヴ馬車道(No.8)があります。 

 

表 2.2-19 福祉施設等 

行政区分 No. 名  称 

西区 1 ハートケア横浜 

2 カーサプラチナみなとみらい 

3 宮崎地域ケアプラザ 

4 野毛山荘 

中区 5 ライフインハウス日ノ出 

6 ツクイ・サンシャイン横浜野毛 

7 クロスハート中・横浜 

8 リアンレーヴ馬車道 

9 らいふアシスト馬車道 

10 シニアホテル横浜 

11 ＹＭＣＡライフサポートセンター関内 

12 不老町地域ケアプラザ 

13 ゆうゆうassistナーシングホーム横浜･長者町 

14 えきさい横浜 

15 横浜パークケアコミュニティそよ風 

16 いきいき生活館・やました 

17 チャームプレミア山手町 

南区 18 グループホーム クロスハート南･横浜 

19 はなことば南 

20 みらいの家 高根 

21 エクセルシオール横浜阪東橋 

注）表中のNo.は図 2.2-18に対応します。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「2020年度版 暮らしのガイド」、「高齢者福祉保健施設一覧」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「GIS版区民生活マップ（西区、中区、南区）」（横浜市政策局、令和3年1月調べ） 

「2020年度版 暮らしのガイド」、「高齢者福祉保健施設一覧」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

 

神奈川区 

図 2.2-18 福祉施設等の位置 
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5) その他の市民利用施設 

調査区域のその他の市民利用施設の名称は表 2.2-20(1)～(2)に、位置は図 2.2-19 に示すと

おりです。 

計画区域の周辺には文化施設、その他施設が多く、計画区域北側に接して万国橋会議センター

(No.58)があり、計画区域内には日本郵船歴史博物館(No.19)があります。 

 

表 2.2-20(1) その他の市民利用施設 

種類 行政区分 No. 名     称 

図書館 西区  1 神奈川県立図書館 

   2 中央図書館 

 中区  3 放送ライブラリー 

地区センター 中区  4 野毛地区センター 

スポーツ施設 中区  5 横浜スタジアム 

   6 日ノ出川公園テニスコート 

   7 横浜武道館 

   8 元町公園プール 

   9 元町公園弓道場 

  10 山手公園テニスコート 

文化施設 西区 11 横浜美術館 

  12 帆船日本丸・横浜みなと博物館 

  13 横浜能楽堂 

  14 急な坂スタジオ（旧老松会館） 

 中区 15 横浜にぎわい座 

  16 黄金スタジオ・日ノ出スタジオ 

  17 横浜市技能文化会館・匠プラザ 

  18 県立歴史博物館 

  19 日本郵船歴史博物館 

  20 JICA横浜海外移住資料館 

  21 象の鼻テラス 

  22 横浜港大さん橋国際客船ターミナル 

  23 横浜税関資料展示室（クイーンのひろば） 

  24 横浜開港資料館 

  25 ニュースパーク（日本新聞博物館） 

  
26 

横浜都市発展記念館 

  横浜ユーラシア文化館 

  27 シルク博物館 

  28 日本郵船氷川丸 

  29 横浜マリンタワー 

  30 横浜人形の家 

  31 横浜外国人墓地資料館 

  32 山手資料館 

  33 岩崎博物館（ゲーテ座記念） 

  34 大佛次郎記念館 

  35 県立神奈川近代文学館 

  36 横浜山手・テニス発祥記念館 

注）表中のNo.は図 2.2-19に対応します。 

資料：「2020年度版 暮らしのガイド」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-20(2) その他の市民利用施設 

種類 行政区分 No. 名     称 

コミュニティハウス 西区 37 戸部コミュニティハウス 

  38 東小学校コミュニティハウス 

 中区 39 横浜吉田中学校コミュニティハウス 

その他 西区 40 パシフィコ横浜 

  41 横浜みなとみらいホール 

  42 横浜美術館レクチャーホール 

  43 ランドマークホール 

  44 はまぎんホールヴィアマーレ 

  45 神奈川婦人会館 

  46 神奈川県立音楽堂 

  
47 

神奈川県立青少年センターホール 

  神奈川県立青少年センター 

  48 横浜市教育会館ホールエコーレ 

  49 横浜市民ギャラリー 

  50 野毛山動物園 

 中区 51 日石横浜ホール（JX不動産） 

  52 横浜市社会福祉センター 

  53 さくらリビング 

  54 横浜市市民協働推進センター 

  55 横浜ワールドポーターズ 

  56 国際協力機構横浜センター（JICA横浜） 

  57 横浜赤レンガ倉庫1号館 

  58 万国橋会議センター 

  59 関内ホール 

  60 ラジアントホール（㈱アール・エフ・ラジオ日本） 

  61 横浜市技能文化会館 

  62 かながわ労働プラザ（Lプラザ） 

  63 なか国際交流ラウンジ 

  64 なか区民活動センター 

  65 横浜市開港記念会館（中公会堂） 

  66 波止場会館 

  67 大さん橋ホール 

  68 神奈川県民ホール 

  69 ワークピア横浜 

  70 KAAT神奈川芸術劇場 

  71 ホテル メルパルク横浜 

  72 KKR ポートヒル横浜 

注）表中のNo.は図 2.2-19に対応します。 

資料：「2020年度版 暮らしのガイド」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-19 その他の利民利用施設の位置 

 

 

  

神奈川区 

図 2.2-19 その他の市民利用施設の位置 

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「2020年度版 暮らしのガイド」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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6) 公園・緑地等 

調査区域の主な公園・緑地の名称は表 2.2-21(1)～(2)に、位置は図 2.2-20 に示すとおりで

す。 

計画区域周辺では、計画区域の北西側約150mに街区公園の北仲通北第三公園(No.35)が、また、

東側約200mには港湾緑地の象の鼻パーク(No.21)があります。 

 

表 2.2-21(1) 主な公園・緑地 

行政区分 No. 種別名称 公園名 面積（㎡） 

西 区   1 近隣公園 高島水際線公園 13,515 

  2 
 

高島中央公園 13,962 

  3 
 

グランモール公園  23,102 

  4 
 

掃部山公園  24,727 

  5 港湾緑地  臨港パーク  79,021 

  6  国際交流ゾーン  49,875 

  7  日本丸メモリアルパーク  53,331 

  8 総合公園  野毛山公園  90,793 

  9 街区公園  御所山公園  2,557 

 10  御所山第二公園  687 

 11  紅葉ケ丘公園  805 

 12  宮崎町公園  554 

中 区  13 近隣公園  山手イタリア山庭園  13,286 

 14  元町公園  23,389 

 15  山手公園  27,753 

 16 港湾緑地  新港パーク  21,602 

 17  汽車道  9,554 

 18  運河パーク  10,689 

 19  新港中央公園  10,811 

 20  赤レンガパーク  57,009 

 21  象の鼻パーク  33,684 

 22  山下臨港線プロムナード  2,760 

 23  山下ふ頭 A 緑地  

3,087 
 24  山下ふ頭 B 緑地   

25 
 

山下ふ頭 C 緑地  

 26  山下ふ頭 D 緑地  

 27 
 

ハンマーヘッドパーク 2,700 

 28 総合公園  横浜公園  63,787 

 29 地区公園  大通り公園  35,718 

 30 風致公園  山下公園  74,121 

 31 
 

アメリカ山公園  5,519 

 32  港の見える丘公園  59,470 

 33 街区公園  北仲通北第一公園  534 

 34  北仲通北第二公園  1,262 

 35  北仲通北第三公園  518 

 36  野毛三丁目公園  355 

注）表中のNo.は図 2.2-20に対応します。 

資料：「横浜市公園緑地配置図（平成29年7月1日現在）」 

（平成30年6月、横浜市環境創造局みどりアップ推進部）  

「横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示（平成31年2月25日）」  

（横浜市総務局ホームページ、令和3年1月調べ）  

「横浜市の都市公園データ集（平成31年3月31日現在）」 

（横浜市環境創造局ホームページ、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-21(2) 主な公園・緑地 

行政区分 No. 種別名称 公園名 面積（㎡） 

中 区  37 街区公園  福富町西公園  2,634 

 38  開港広場公園  2,479 

 39  子の前公園  278 

 40  山吹公園  2,713 

 41  日ノ出川公園  4,654 

 42  扇町公園  3,140 

 43  千歳公園  2,310 

 44  寿公園  763 

 45  吉浜町公園  3,066 

 46  山下町風の広場公園  126 

 47  山下町公園  1,331 

 48  元町百段公園  750 

 49  石川町五丁目公園  484 

 50  牛坂下公園  1,006 

 51  富士見川公園  2,498 

 52  新山下公園 1,094 

 53  新山下二丁目ベイサイド公園 1,290 

 54  聖坂公園 1,686 

 55  山手町公園 192 

南 区  56 近隣公園  阪東橋公園  11,203 

 57 街区公園  真金町公園  999 

 58  東橋公園  673 

注）表中のNo.は図 2.2-20に対応します。 

資料：「横浜市公園緑地配置図（平成29年7月1日現在）」 

（平成30年6月、横浜市環境創造局みどりアップ推進部）  

「横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示（平成31年2月25日）」  

（横浜市総務局ホームページ、令和3年1月調べ）  

「横浜市の都市公園データ集（平成31年3月31日現在）」 

（横浜市環境創造局ホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-20 主な公園・緑地の位置 

 

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「横浜市公園緑地配置図（平成29年7月1日現在）」（平成30年6月、横浜市環境創造局みどりアップ推進部）  

「横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示（平成31年2月25日）」（横浜市総務局ホームページ、令和3年1月調べ）  

「横浜市の都市公園データ集（平成31年3月31日現在）」（横浜市環境創造局ホームページ、令和3年1月調べ） 

神奈川区 

図 2.2-20 主な公園・緑地の位置 
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2.2.9 文化財等の状況 

1) 指定・登録文化財等 

調査区域の指定・登録文化財は表 2.2-22(1)～(2)及び図 2.2-21に示すとおりで、認定歴史的

建造物の概要は表 2.2-23 (1)～(2)及び図 2.2-22に示すとおりです。 

計画区域周辺は埋立地ではありますが、横浜開港以来、発展してきた地域であるため、近代建

築物や西洋館など、多くの指定・登録文化財、認定歴史的建造物があります。 

計画区域に最も近いのは、指定・登録文化財では西側約 250m の旧横浜生糸検査所附属倉庫事

務所(No.10、表 2.2-22(1)及び図 2.2-21参照)、認定歴史的建造物では西側約200mの横浜第2

合同庁舎(旧生糸検査所)(No.12、表 2.2-23(1)及び図 2.2-22参照)です。 

 

表 2.2-22(1) 指定・登録文化財の概要 

行
政
区
分 

No. 種 別 名 称 所在地 
備 考 

（指定・登録・年月日） 

西 

区 

1 歴史資料 鉄板写真  
みなとみらい三丁目4-1(横浜美

術館) 
平成18年：国指定  

2 建造物 
旧横浜船渠株式会社第2号船

渠(ドック) 
みなとみらい二丁目2-1 平成9年：国指定 

3 建造物 
旧横浜船渠株式会社第1号船

渠(ドック) 
みなとみらい二丁目7-10 平成12年：国指定  

4 歴史資料  日本丸  みなとみらい二丁目  平成29年：国指定  

5 史跡 井伊掃部頭ゆかりの地 紅葉ヶ丘57 平成5年：市地域文化財  

6 建造物 旧染井能舞台 紅葉ヶ丘27-2 平成8年：市指定  

7 史跡 神奈川奉行所跡(戸部役所) 紅葉ヶ丘9-1 平成6年：市地域文化財  

8 史跡 
近代水道発祥の地(日本最初

の貯水場跡) 
老松町20-1 平成9年：市地域文化財  

中 

区 

9 史跡 日本最初のガス会社跡 花咲町三丁目86-1 平成8年：市地域文化財  

10 建造物 
旧横浜生糸検査所附属倉庫事

務所 
北仲通 平成19年：市指定  

11 

建造物 旧横浜正金銀行本店本館 南仲通5-60(県立歴史博物館) 昭和44年：国指定  

美術工芸品 二十八間四万白星兜鉢 南仲通5-60(県立歴史博物館) 昭和31年：国指定  

美術工芸品 二十四間四万白星兜鉢 南仲通5-60(県立歴史博物館) 昭和32年：国指定  

美術工芸品 色々威腹巻壺袖付 南仲通5-60(県立歴史博物館) 昭和37年：国指定  

美術工芸品 絹本著色十王図 南仲通5-60(県立歴史博物館) 昭和38年：国指定  

美術工芸品 

太刀 銘 備前国長船住左近将

監長光造 正応二年巳丑六月

日 

南仲通5-60(県立歴史博物館) 昭和35年：県指定  

美術工芸品 
絹本著色石清水八幡宮図、紙

本墨画淡彩一遍上人像  
南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成7年：県指定  

美術工芸品 

紙本著色花鳥図 賢江祥啓筆、

木造菩薩半跏像 附)胎内納入

品(布製五臓六腑等) 

南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成10年：県指定  

美術工芸品 金銅装笈、椿彫木朱漆笈 南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成11年：県指定 

書籍・典籍 清拙正澄墨蹟、石室善玖墨蹟  南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成11年：県指定  

古文書 
源頼朝袖判下文、源頼家袖判

下文 
南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成11年：県指定 

注）表中のNo.は図 2.2-21に対応します。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマSite」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「国・神奈川県および横浜市指定・登録文化財目録」（横浜市教育委員会、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-22(2) 指定・登録文化財の概要 

行
政
区
分 

No. 種 別 名 称 所在地 
備 考 

（指定・登録・年月日） 

中 

区 

11 

史跡 旧横浜正金銀行本店 南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成7年：国指定  

有形民俗 
「神奈川の職人の道具」コレ

クション 
南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成11年：国指定  

考古資料 三浦市間口洞窟遺跡出土品 南仲通5-60(県立歴史博物館) 平成13年：県指定  

12 史跡 吉田橋関門跡 伊勢佐木町1-12-1 平成5年：市地域文化財  

13 建造物 横浜市開港記念会館 本町1-6 平成元年：国指定  

14 史跡 横浜町会所跡 本町1-6 平成12年：市地域文化財  

15 建造物 神奈川県庁本庁舎 日本大通1 平成8年：国登録 

16 史跡 神奈川運上所跡 日本大通2 平成6年：市地域文化財 

17 名勝地 日本大通り 日本大通 平成19年：国登録 

18 建造物 
旧神奈川労働基準局(元日本

綿花横浜支店事務所棟) 
日本大通34 平成25年：市指定 

19 名勝地 横浜公園 横浜公園1 平成19年：国登録 

20 

建造物 横浜開港資料館及び旧門番所 日本大通3 平成12年：市指定 

史跡 
玉楠(日米和親条約締結の地

に残るタブノキ) 
日本大通3 昭和63年：市地域文化財 

21 建造物 
旧横浜居留地煉瓦造下水道マ

ンホール 
日本大通3 平成10年：国登録 

22 史跡 日米和親条約締結の地 本町1-6 平成21年：市地域文化財 

23 史跡 英1番館跡 山下町1 平成7年：市地域文化財 

24 建造物 旧横浜居留地48番館 山下町54 平成13年：県指定 

25 建造物 旧露亜銀行横浜支店 山下町51-2 平成18年：市指定 

26 建造物 旧横浜居留地91番地塀 山下町91 平成13年：市地域文化財 

27 建造物 
市立港中学校門柱(旧花園橋

親柱) 
山下町241 平成11年：国登録  

28 史跡 横浜天主堂跡 山下町80 平成13年：市地域文化財  

29 名勝地 山下公園 山下町 平成19年：国登録 

30 歴史資料 氷川丸 山下町山下公園先 平成28年：国指定 

31 史跡 ヘボン邸跡 山下町37-7 平成8年：市地域文化財  

32 史跡 元町貝塚 山手町97付近 平成25年：市指定 

33 建造物 ジェラール水屋敷地下貯水槽 元町1-77-4 平成13年：国登録 

34 建造物 横浜地方気象台庁舎 山手町99 平成17年：市指定 

35 建造物 横浜市イギリス館 山手町115-3 平成2年：市指定 

36 建造物 山手111番館 山手町111-2 平成11年：市指定 

37 史跡 ビール製造発祥の地 諏訪町31 平成9年：市地域文化財  

38 建造物 旧内田家住宅 山手町16 平成9年：国指定  

39 建造物 山手214番館 山手町214 平成6年：市指定  

40 建造物 横浜共立学園本校舎 山手町211-1 昭和63年：市指定  

41 
史跡  

日本最初の洋式公園(山手公

園)  
山手町230の一部  平成8年：市地域文化財  

名勝  山手公園  山手町230 平成16年：国指定  

南

区 
42 無形民俗 酉の市 真金町1-3(大鷲神社) 平成3年：市地域文化財 

注）表中のNo.は図 2.2-21に対応します。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマSite」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「国・神奈川県および横浜市指定・登録文化財目録」（横浜市教育委員会、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-23(1) 認定歴史的建造物の概要  

行
政
区
分 

No. 名 称 所在地 
横浜市 

認定年度 

西 

区 

1 
二代目横浜駅基礎等遺構(第二代横浜駅駅舎基礎遺構

および横浜共同電燈会社裏高島発電所遺構) 
高島2-1-1 平成18年度 

2 井伊直弼像台座及び水泉  紅葉ケ丘掃部山公園内  平成23年度 

3 旧平沼専蔵別邸亀甲積擁壁及び煉瓦塀  老松町29番地  平成18年度 

4 旧横浜船渠第2号ドック みなとみらい二丁目2-1 平成元年度 

5 港一号橋梁 
みなとみらい二丁目～(中区)

新港二丁目  
平成8年度 

中 

区 

6 旧臨港線護岸 新港二丁目 平成8年度 

7 港二号橋梁 新港二丁目 平成8年度 

8 港三号橋梁(旧大岡川橋梁) 新港二丁目 平成8年度 

9 旧灯台寮護岸 北仲通6丁目 平成20年度 

10 
旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用B号倉庫及びC号

倉庫 
北仲通 平成25年度 

11 旧横浜銀行本店別館(元第一銀行横浜支店) 本町6-50-1 平成15年度 

12 横浜第2合同庁舎(旧生糸検査所) 北仲通5-57 平成2年度 

13 旧富士銀行横浜支店(元安田銀行横浜支店) 本町4-44 平成15年度 

14 旧東京三菱銀行横浜中央支店 本町4-41 平成15年度 

15 馬車道大津ビル(旧東京海上火災保険ビル) 南仲通4-43 平成12年度 

16 
損保ジャパン日本興亜横浜馬車道ビル(旧川崎銀行横

浜支店) 
弁天通5-70 昭和63年度 

17 横浜指路教会 尾上町6-85 昭和63年度 

18 旧横浜松坂屋西館 伊勢佐木町1-7-1 平成16年度 

19 赤レンガ倉庫 新港一丁目 平成13年度 

20 新港橋梁 新港町1丁目～海岸通1丁目 平成14年度 

21 横浜税関本関庁舎 海岸通1-1 平成12年度 

22 旧神奈川県産業組合館 海岸通1-2-2 平成24年度 

23 綜通横浜ビル(旧本町旭ビル) 本町1-3 平成5年度 

24 横浜税関遺構：鉄軌道及び転車台 
海岸通 1 丁目(象の鼻パーク

内) 
平成21年度 

25 横浜海岸教会 日本大通8 平成元年度 

26 旧横浜市外電話局 日本大通12 平成12年度 

27 旧居留地消防隊地下貯水槽 日本大通13 平成15年度 

28 横浜情報文化センター(旧横浜商工奨励館) 日本大通11 平成10年度 

29 横浜地方・簡易裁判所(旧横浜地方裁判所) 日本大通9 平成10年度 

30 旧神奈川労働基準局(元日本綿花横浜支店倉庫) 日本大通34 平成25年度 

31 ストロングビル 山下町204番地 平成19年度 

32 インド水塔 山下町279 山下公園内 平成17年度 

33 インペリアルビル 山下町25 平成22年度 

34 旧英国７番館(戸田平和記念館) 山下町7-1 平成12年度 

35 ホテルニューグランド本館 山下町10 平成4年度 

36 谷戸橋 山下町69～元町1-13 平成17年度 

37 西之橋 山下町277～石川町2-1 平成17年度 

38 霞橋(旧江ヶ崎跨線橋) 新山下1丁目 平成25年度 

39 山手資料館 山手町236 平成11年度 

40 横浜山手聖公会 山手町235 平成元年度 

注）表中のNo.は図 2.2-22に対応します。 

資料：「横浜市認定歴史的建造物 一覧」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-23(2) 認定歴史的建造物の概要  

行
政
区
分 

No. 名 称 所在地 
横浜市 

認定年度 

中 

区 

41 山手234番館 山手町234-1 平成11年度 

42 山手89-8番館 山手町 平成18年度 

43 エリスマン邸 元町1丁目 元町公園内 平成6年度 

44 山手76番館 山手町 平成13年度 

45 岡田邸 山手町 平成10年度 

46 ベーリック・ホール 山手町72 元町公園内 平成13年度 

47 フェリス女学院6号館別館 山手町 平成24年度 

48 BEATTY(ビーティ)邸 山手町 平成6年度 

49 石橋邸 山手町 平成3年度 

50 松原邸 山手町 平成6年度 

51 宇田川邸 山手町 平成6年度 

52 河合邸 山手町 平成24年度 

53 カトリック横浜司教館別館 山手町45-2 平成6年度 

54 カトリック山手教会聖堂 山手町44 昭和63年度 

55 カトリック横浜司教館(旧相馬永胤邸) 山手町 平成8年度 

56 
フェリス女学院 10 号館(旧ライジングサン石油会社

社宅) 
山手町 平成19年度 

57 山手26番館 山手町 平成25年度 

58 山手隧道 麦田町1-17～石川町1-39 平成13年度 

59 ブラフ18番館(旧カトリック山手教会司祭館) 山手町16 平成6年度 

南

区 
60 関東学院中学校 三春台4 平成3年度 

注）表中のNo.は図 2.2-22に対応します。 

資料：「横浜市認定歴史的建造物 一覧」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-21 指定・登録文化財の位置 

 
 
 
 
  

神奈川区 

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマSite」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

「国・神奈川県および横浜市指定・登録文化財目録」（横浜市教育委員会、令和3年1月調べ） 

図 2.2-21 指定・登録文化財の位置 
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図 2.2-22 認定歴史的建造物の位置 

 
 
 
 
  

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「横浜市認定歴史的建造物 一覧」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

神奈川区 

図 2.2-22 認定歴史的建造物の位置 
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2) 周知の埋蔵文化財包蔵地 

調査区域の周知の埋蔵文化財包蔵地の概要は表 2.2-24(1)～(2)に、位置は図 2.2-23 に示す

とおりです。 

計画区域及びその周辺には、貝塚、古墳に加え、横浜開港以来整備されてきた近代的建造物の

跡地などがみられます。 

 

表 2.2-24(1) 埋蔵文化財包蔵地の概要 

行
政
区
分 

No. 所在地 種類 地目 立地 時代時期 備考（遺跡名等） 

西

区 

1 
宮崎町64付

近 
貝塚 神社 台地斜面 縄文(後期) 

伊勢山貝塚、伊勢山皇大神宮

裏、大部分破壊 

2 
紅葉ヶ丘 9-

1付近 
集落跡 宅地 台地上 縄文・弥生 

横浜市西区No-15遺跡、平成

15年調査、住居跡(弥生) 

3 
老松町21付

近 
散布地 宅地 台地上 縄文 

横浜市水道局野毛山配水池

付近、破壊 

中

区 

4 
中区新港町

一丁目 

港湾施設

(税関事

務所)跡 

公園 砂州上 近代(大正期) 
新港埠頭旧横浜税関事務所

跡 

5 
新港一丁目

6-2付近 
港湾施設 

第一港湾合同

庁舎・横浜税関

新港分関敷地・

駐車場・荒地 

埋立地 ( 明

治) 
近代(明治・大正) 

新港埠頭旧横浜税関発電所

跡・第一号上屋跡・道路跡・

物揚場付帯階段跡 

6 
中区海岸通

一丁目1他 

港湾施設

(税関施

設・防波

堤)跡 

公園 砂州上 
近代(明治中期～

大正末期) 
旧横浜税関・象の鼻跡 

7 
北仲通一丁

目 
都市遺跡 県庁敷地 砂州上 近世・近代  

8 

山手町 48・

53・55番地、

49 番地の一

部 

都 市 遺

跡・近代

建物跡 

宅地 砂州上 近代・近世 山下居留地遺跡 

9 
中区山下町

279 

港湾施設

(波止場)

跡 

公園 砂州上 
近世・近代(幕末

期～大正末期) 
フランス波止場跡 

10 
中区山手町

186 

外国公邸

跡 
公園 台地上 

近代(明治中期～

大正末期) 
フランス領事官邸跡 

11 
山手町97付

近 
貝塚 荒地・崖 台地上・斜面 縄文(中期) 元町貝塚 

12 山手町99 

散布地・

近代建物

跡 

宅地 台地上 縄文・古墳・近代 
アメリカ海軍病院跡 

(現：横浜地方気象台) 

13 

中区元町一

丁目77-4他

1 

工場(船

舶給水関

連施設)

跡 

公園 台地上 近代(明治期) 
ジェラール水屋敷地下貯水

槽跡 

14 
山手町77付

近 
貝塚 

墓地・公

園 
台地上・斜面 縄文(中・後期) 

山手貝塚、外国人墓地及び元

町公園敷地内 

15 
中区元町一

丁目77 

外国人住

宅跡 
公園 台地上 

近代(明治期～大

正末期) 
山手80番館跡 

注）表中のNo.は図 2.2-23に対応します。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマSite」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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表 2.2-24(2) 埋蔵文化財包蔵地の概要 

行
政
区
分 

No. 所在地 種類 地目 立地 時代時期 備考（遺跡名等） 

中

区 

16 
中区諏訪町

29 

工場(醸

造関連利

水施設)

跡 

学校 台地上 
近代(明治期～大

正末期) 
ビール醸造所地下貯水槽跡 

17 山手町120 

散布地・

近代建物

跡 

宅地 台地上 縄文・近世・近代  

18 
本町六丁目

61番1外 

近代建物

跡 
宅地 埋立低地 近代  

19 
中区花咲町

三丁目36 

工場（ガ

ス製造

所）跡 

学校 砂州上 
近代（明治初期～

大正末期） 

横浜瓦斯会社跡（横浜瓦斯局

跡） 

20 
日ノ出町一

丁目83付近 
古墳 宅地 斜面 古墳 横浜太田古墳、破壊 

注）表中のNo.は図 2.2-23に対応します。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマSite」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 
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図 2.2-23 指定・登録文化財等及び埋蔵文化財包蔵地の状況 

 
 
 
 
  

神奈川区 

この地図は、国土地理院発行の電子地形図25,000を複製したものである。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマSite」（横浜市ホームページ、令和3年1月調べ） 

 

図 2.2-23 埋蔵文化財包蔵地の状況 


