
〔参考図面〕
横浜市における安全・安心のまちづくり横浜市における安全・安心のまちづくり
　　　　　　　　　　　（防災・安全）　　　　　　　　　　　（防災・安全）

･･･ Ａ 道路事業

【横浜市全域に渡る事業】

1-A-1-136 (主)環状２号線外舗装修繕
1-A-1-137 今井IC歩道橋外19橋
1-A-1-138 歩道橋長寿命化事業・豊岡歩道橋外
1-A-1-139 (市)保土ケ谷二俣川線外15路線
1-A-1-140 (主)横浜厚木外５路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●，

凡　例

1-A-1-32 (市)上白根第99号線1-A-1-32 (市)上白根第99号線      

 1-A-1-33 1-A-1-33
 (市)片倉六角橋線 (市)片倉六角橋線

1-A-1-35 1-A-1-35 
(主)横浜生田（柚の木）(主)横浜生田（柚の木）

1-A-1-371-A-1-37
(市)川和第170号線外(市)川和第170号線外
（山王前地区）　　（山王前地区）　　

1-A-1-381-A-1-38
(主)横浜上麻生(主)横浜上麻生
(佐江戸その２地区)　(佐江戸その２地区)　

1-A-1-391-A-1-39
（主）横浜上麻生（主）横浜上麻生
（都田中学校     （都田中学校     

1-A-1-361-A-1-36
（一）阿久和鎌倉（一）阿久和鎌倉

（萩丸）（萩丸）

1-A-1-43    1-A-1-43    
(一)瀬谷柏尾（新橋その２地区）(一)瀬谷柏尾（新橋その２地区）

1-A-1-42 1-A-1-42 
(一)瀬谷柏尾（岡津地区）(一)瀬谷柏尾（岡津地区）

1-A-1-401-A-1-40
 (一)瀬谷柏尾（下新橋地区） (一)瀬谷柏尾（下新橋地区）

1-A-1-41(一)瀬谷柏尾1-A-1-41(一)瀬谷柏尾
（本郷その２地区）（本郷その２地区）

1-A-24(一)瀬谷柏尾　1-A-24(一)瀬谷柏尾　
（目黒町地区）（目黒町地区）

1-A-1-1(市)戸塚第420号線1-A-1-1(市)戸塚第420号線

1-A-1-45 1-A-1-45 
(市)宮沢第306号線(市)宮沢第306号線

1-A-1-46 1-A-1-46 
(主)堀口第475号線(主)堀口第475号線
かたぶき人道橋かたぶき人道橋

1-A-1-2(市)下末吉第348号線    1-A-1-2(市)下末吉第348号線    

1-A-1-49(市)東山田第116号線1-A-1-49(市)東山田第116号線

1-A-1-501-A-1-50
(市)池辺第258号線外(市)池辺第258号線外

1-A-1-51 1-A-1-51 
(市)鶴ヶ峰天王町線外2路線(市)鶴ヶ峰天王町線外2路線

1-A-1-551-A-1-55
(主)横浜上麻生(主)横浜上麻生
（川和町地区）　（川和町地区）　

1-A-1-591-A-1-59
(市)長津田296号線(市)長津田296号線

1-A-1-631-A-1-63
(市)荏田第255号線外(市)荏田第255号線外

1-A-1-52(市)天王町第12号線1-A-1-52(市)天王町第12号線
1-A-1-53(市)天王町第99号線　　1-A-1-53(市)天王町第99号線　　 1-A-1-48 東横線跡地整備事業1-A-1-48 東横線跡地整備事業

1-A-1-54 1-A-1-54 
(市)中川235号線外（ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ地区）(市)中川235号線外（ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ地区）

 1-A-1-57 1-A-1-57
 (一)大田神奈川外 (一)大田神奈川外

1-A-1-61 1-A-1-61 
(市)谷津第475号線外(市)谷津第475号線外
（金沢文庫・金沢八景駅周辺地区）（金沢文庫・金沢八景駅周辺地区）

1-A-1-621-A-1-62
(市)東希望が丘第198号線外(市)東希望が丘第198号線外

1-A-1-581-A-1-58
(市)桂町359号線外(市)桂町359号線外

1-A-1-67 1-A-1-67 
(市)小菅ケ谷425号線外(市)小菅ケ谷425号線外
小菅ケ谷地区小菅ケ谷地区

1-A-1-69(市)市場第196号線    1-A-1-69(市)市場第196号線    
　並木踏切　並木踏切

1-A-1-3（主市）山下本牧磯子線（西町地区）1-A-1-3（主市）山下本牧磯子線（西町地区）

1-A-1-4(市)下末吉第161号1-A-1-4(市)下末吉第161号

1-A-1-72(主)環状２号線1-A-1-72(主)環状２号線
駒岡・上吉地区駒岡・上吉地区

1-A-1-73（市）北八朔南部第320号線1-A-1-73（市）北八朔南部第320号線

1-A-1-75（主）横浜鎌倉1-A-1-75（主）横浜鎌倉

1-A-1-77 (一)荏田綱島(日吉元石川線)1-A-1-77 (一)荏田綱島(日吉元石川線)
1-A-1-78（市）新横浜元石川線1-A-1-78（市）新横浜元石川線
（茅ヶ崎２丁目地区）（茅ヶ崎２丁目地区）

1-A-1-79（市）横浜逗子線(磯子地区）1-A-1-79（市）横浜逗子線(磯子地区）

1-A-1-80 (市)磯子第245号線（磯子地区)1-A-1-80 (市)磯子第245号線（磯子地区)

1-A-1-83（市）四季美台第365号線1-A-1-83（市）四季美台第365号線

1-A-1-34 (市)平戸第486号線1-A-1-34 (市)平戸第486号線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1-A-1-601-A-1-60
(市)川向第39号線(市)川向第39号線

1-A-1-711-A-1-71
(市)新羽停車場第7183号線(市)新羽停車場第7183号線

1-A-1-81　1-A-1-81　
(市)笠間第139号線（桂町地区）(市)笠間第139号線（桂町地区）

2-A58（市）2-A58（市）
四季美台第365号線四季美台第365号線

 　　　        　　　       

1-A-1-74（主市）山下本牧磯子線（原町地区） 1-A-1-74（主市）山下本牧磯子線（原町地区） 

1-A-1-65 (市)高島台295号線外1-A-1-65 (市)高島台295号線外1-A-1-661-A-1-66
(市)東希望が丘第429号線(市)東希望が丘第429号線

1-A-1-64 ,1-A-1-84 (市)磯子第245号線1-A-1-64 ,1-A-1-84 (市)磯子第245号線1-A-1-761-A-1-76
 (市)戸塚第349号線外 (市)戸塚第349号線外

1-A-1-821-A-1-82
(市)瀬谷第147号線(市)瀬谷第147号線

1-A-1-5 環状３号線1-A-1-5 環状３号線

1-A-1-26 環状４号線(公田桂町地区)1-A-1-26 環状４号線(公田桂町地区)

1-A-1-8 桂町戸塚遠藤線1-A-1-8 桂町戸塚遠藤線

1-A-1-10 権太坂和泉線1-A-1-10 権太坂和泉線

1-A-1-12 宮内新横浜線 外１1-A-1-12 宮内新横浜線 外１
　

1-A-1-13 中山北山田線 1-A-1-13 中山北山田線 1-A-1-28 長津田駅南口線1-A-1-28 長津田駅南口線
1-A-1-29 長津田駅南口線1-A-1-29 長津田駅南口線
　　　（駅前広場）　　　（駅前広場）
1-A-1-30 山下長津田線1-A-1-30 山下長津田線
       関連外郭部       関連外郭部
1-A-1-31 長津田駅南口線1-A-1-31 長津田駅南口線
 　　（自転車駐車場） 　　（自転車駐車場）

1-A-1-56         1-A-1-56         
(市)宮沢第133号線(市)宮沢第133号線

1-A-1-68 浦島第92号線
白幡跨線人道橋
1-A-1-68 浦島第92号線1-A-1-68 浦島第92号線
白幡跨線人道橋白幡跨線人道橋
1-A-1-68 浦島第92号線
白幡跨線人道橋

1-A-1-47(市)末吉第10号線    1-A-1-47(市)末吉第10号線    
　江ヶ崎こ線橋　江ヶ崎こ線橋
1-A-1-70（市）夢見ケ崎５号線1-A-1-70（市）夢見ケ崎５号線
　江ヶ崎踏切　江ヶ崎踏切

1-A-1-135 一般国道1号舗装修繕1-A-1-135 一般国道1号舗装修繕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1-A-1-144 今井町隧道1-A-1-144 今井町隧道

1-A-1-87 井土ヶ谷橋1-A-1-87 井土ヶ谷橋

1-A-1-86 新浦島橋1-A-1-86 新浦島橋1-A-1-86 新浦島橋

1-A-1-85 小湊橋1-A-1-85 小湊橋

1-A-1-881-A-1-88
さちが丘橋さちが丘橋

1-A-1-89 八幡橋1-A-1-89 八幡橋

1-A-1-90 川田橋1-A-1-90 川田橋1-A-1-90 川田橋

1-A-1-91 又口橋1-A-1-91 又口橋1-A-1-91 又口橋

1-A-1-92 新横浜陸橋1-A-1-92 新横浜陸橋1-A-1-92 新横浜陸橋

1-A-1-95 新田間橋1-A-1-95 新田間橋1-A-1-95 新田間橋

1-A-1-96 高島橋1-A-1-96 高島橋1-A-1-96 高島橋

1-A-1-97 平沼一之橋1-A-1-97 平沼一之橋1-A-1-97 平沼一之橋

1-A-1-98 豊田跨線橋1-A-1-98 豊田跨線橋

1-A-1-99 笠間橋1-A-1-99 笠間橋

1-A-1-102 第2上飯田原橋1-A-1-102 第2上飯田原橋
1-A-1-100 第1柳明橋 1-A-1-100 第1柳明橋 
1-A-1-101 第2柳明橋1-A-1-101 第2柳明橋

1-A-1-103 第3和泉原跨線橋1-A-1-103 第3和泉原跨線橋

1-A-1-104 和泉上橋1-A-1-104 和泉上橋

1-A-1-105 善部第2跨線橋1-A-1-105 善部第2跨線橋

1-A-1-106 第1阿久和三家橋1-A-1-106 第1阿久和三家橋
1-A-1-107 第2阿久和三家橋 1-A-1-107 第2阿久和三家橋 
1-A-1-108 第3阿久和三家橋1-A-1-108 第3阿久和三家橋

1-A-1-109 磯子橋1-A-1-109 磯子橋

1-A-1-110 浅山橋1-A-1-110 浅山橋1-A-1-110 浅山橋

1-A-1-111 天神橋1-A-1-111 天神橋

1-A-1-93 小野橋1-A-1-93 小野橋1-A-1-93 小野橋

1-A-1-112 平潟橋1-A-1-112 平潟橋

1-A-1-113 東戸塚駅連絡棟1-A-1-113 東戸塚駅連絡棟

1-A-1-114 大橋1-A-1-114 大橋

1-A-1-115 久保橋1-A-1-115 久保橋

1-A-1-116 末吉橋1-A-1-116 末吉橋1-A-1-116 末吉橋

1-A-1-117 万里橋1-A-1-117 万里橋1-A-1-117 万里橋

1-A-1-118 鶴ヶ峰橋1-A-1-118 鶴ヶ峰橋

1-A-1-119 夕照橋1-A-1-119 夕照橋

1-A-1-120 矢上川橋1-A-1-120 矢上川橋1-A-1-120 矢上川橋

1-A-1-121 樽綱橋1-A-1-121 樽綱橋1-A-1-121 樽綱橋

1-A-1-122 安善橋1-A-1-122 安善橋

1-A-1-123 常盤橋1-A-1-123 常盤橋1-A-1-123 常盤橋

1-A-1-124 村雨橋1-A-1-124 村雨橋1-A-1-124 村雨橋

1-A-1-125 烏帽子田橋1-A-1-125 烏帽子田橋1-A-1-125 烏帽子田橋

1-A-1-126 溝の口跨線橋1-A-1-126 溝の口跨線橋1-A-1-126 溝の口跨線橋

1-A-1-127 羽沢CP跨線橋1-A-1-127 羽沢CP跨線橋1-A-1-127 羽沢CP跨線橋

   

1-A-1-94 新浦島橋1-A-1-94 新浦島橋1-A-1-94 新浦島橋

1-A-1-143 大黒高架橋1-A-1-143 大黒高架橋1-A-1-143 大黒高架橋

1-A-1-141 砂田橋1-A-1-141 砂田橋1-A-1-141 砂田橋

1-A-1-142 再勝橋1-A-1-142 再勝橋1-A-1-142 再勝橋

1-A-1-134 白山道隧道1-A-1-134 白山道隧道

1-A-1-128 見晴隧道1-A-1-128 見晴隧道

1-A-1-129 迎陽隧道1-A-1-129 迎陽隧道

1-A-1-130 釜壇山隧道1-A-1-130 釜壇山隧道

1-A-1-131 坪呑隧道1-A-1-131 坪呑隧道

1-A-1-132 汐汲坂ﾄﾝﾈﾙ1-A-1-132 汐汲坂ﾄﾝﾈﾙ

1-A-1-133 能見台隧道1-A-1-133 能見台隧道



（参考図面）

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

○１-A-2-1、1-A-2-2、1-A-2-3、1-C-2

　

　

位置図

港湾区域

臨港地区

1-A-2-2 本牧ふ頭道路整備

1-A-2-1 大黒ふ頭道路整備

1-A-2-3 大黒大橋改良

道路整備
ふ頭用地等周辺改良事業



（参考図面）

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

南本牧ふ頭

八景島

金 沢 区

鶴 見 区

本牧ふ頭

扇島

大黒ふ頭
末広町

鶴見川

中 区

大桟橋ふ頭

山下ふ頭

新港ふ頭

瑞穂ふ頭

山内ふ頭

ＭＭ２１地区

西 区

出田町ふ頭

神奈川区

大黒大橋

横浜ベイサイドマリーナ

Ｐ1

Ｐ2

Ｐ3
Ｐ4

T3

T8

T5

T4

T7

T6

T2

T1
L8

L6L7 L5

L4

L1

L3

L2

C2

C1

金沢木材ふ頭

C4

C3

T9

新磯子護岸

ＭＣ１

西緑地

1-A-2-4 岸壁改良（DP1～4号）

1-A-2-5 岸壁改良（DT1･2）

1-A-2-6 物揚場改良（2号物揚場）

1-A-2-7 波除堤改良
（大黒ふ頭２号波除堤）

1-A-2-13 岸壁改良（7～10号岸壁）

1-A-2-14 物揚場改良（5～8号物揚場）

1-A-2-15 護岸改良（3号先端護岸）

1-A-2-17 岸壁改良
（出田町ふ頭C･D号岸壁）

1-A-2-18 岸壁改良
（みなとみらい1･2号耐震岸壁）

1-A-2-19 岸壁改良
（山内Ａ号岸壁（耐震バース）

1-A-2-22 桟橋改良
（みなとみらいさん橋1・2）

○1-A-2-4～33

位置図

港湾区域

臨港地区

1-A-2-9,1-A-2-31 岸壁改良（A１～３突堤岸壁）

1-A-2-10 岸壁改良（HB１～５）

1-A-2-11 物揚場改良（５号物揚場）

1-A-2-23 緑地改良
（臨港パーク）

1-A-2-24 橋梁改良（南本牧大橋）

1-A-2-25 護岸改良
（日本丸ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ護岸）

1-A-2-27 岸壁改良（DT1～８号）

1-A-2-28 桟橋改良(大さん橋公共用浮桟橋)

1-A-2-29 護岸改良（新港２号護岸）

1-A-2-30 岸壁改良（山下ふ頭７号岸壁取付部）

1-A-2-33 護岸改良
（扇島護岸）

1-A-2-16 物揚場改良
（金沢木材ふ頭1～3号物揚場）

1-A-2-26 防波堤改良
（金沢木材ふ頭東防波堤）

１-A-2-21 岸壁改良
（新港7･8号岸壁）

1-A-2-20 護岸改良
（高島東口外周護岸A･B）

1-A-2-32 道路改良
（臨港幹線道路）

1-A-2-12 岸壁改良（2･3号岸壁）



社会資本総合整備計画 防災・安全交付金 箇所図

1-A-3-9 鶴見川圏域総合流域防災事業（奈良川）

1-A-3-7 名瀬川都市基盤河川改修事業

1-A-3-2 今井川都市基盤河川改修事業

1-A-3-3 阿久和川都市基盤河川改修事業

1-A-3-1 帷子川都市基盤河川改修事業

1-A-3-4 いたち川都市基盤河川改修事業

1-A-3-5 和泉川都市基盤河川改修事業

1-A-3-6 舞岡川都市基盤河川改修事業

1-A-3-8 宮川都市基盤河川改修事業

1-A-3-10 鶴見川流域貯留浸透事業

1-A-3-11 境川流域貯留浸透事業

境川流域

鶴見川流域



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-1

1-A-4-2

1-A-4-3

1-A-4-4

1-A-4-51-A-4-6

1-A-4-7

1-A-4-8

1-A-4-9

1-A-4-10-1 ネットワーク化
1-A-4-10-2 老朽化対策計画
1-A-4-10-3 地震対策計画
1-A-4-10-4  浸水対策計画
1-A-4-10-5  合流改善計画
1-C-10      災害に対するソフト対策
1-C-11      老朽化対策（30～50年経過管きょ）
1-C-12      内水ハザードマップの活用
1-C-13      陶管の老朽化対策

1-A-4-10 横浜市全域



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-1 北部処理区計画図

北部第二水再生センター

汚泥処理施設

北部第二水再生センター

北綱島ポンプ場

凡 例

処理区界・
下水道法における事業計画区域

北部第一水再生センター

高田ポンプ場

樽町ポンプ場 江ケ崎ポンプ場

上末吉ポンプ場

末吉ポンプ場

鶴見ポンプ場

市場ポンプ場

潮田ポンプ場

1-A-4-1-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-1-6 地震対策（管きょ）
1-A-4-1-11 浸水対策（管きょ）
1-A-4-1-12 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-1-13 合流改善対策

浸水対策（下水道浸水被害軽減総合事業）

1-A-4-1-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-1-7 地震対策（ポンプ場）

1-A-4-1-3 北部第一水再生センター老朽化対策
1-A-4-1-4 北部第二水再生センター老朽化対策
1-A-4-1-5 北部第二水再生センター汚泥処理施設老朽化対策
1-A-4-1-8 北部第一水再生センター地震対策
1-A-4-1-9 北部第二水再生センター地震対策
1-A-4-1-10 北部第二水再生センター汚泥処理施設地震対策



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-2  港北処理区計画図

凡 例

処理区界・

港北水再生センター

太尾ポンプ場

新羽ポンプ場

鴨居ポンプ場

1-A-4-2-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-2-4 地震対策（管きょ）
1-A-4-2-7 浸水対策（管きょ）
1-A-4-2-8 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-2-9 雨水浸透ますの設置
1-A-4-2-10 合流改善対策

川向ポンプ場

1-A-4-2-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-2-5 地震対策（ポンプ場）

1-A-4-2-3 港北水再生センター老朽化対策
1-A-4-2-6 港北水再生センター地震対策



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-3  都筑処理区計画図

凡 例

処理区界・

下水道法における事業計画区域

都筑水再生センター

1-A-4-3-2 都筑水再生センター老朽化対策
1-A-4-3-4 都筑水再生センター地震対策

1-A-4-3-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-3-3 地震対策（管きょ）
1-A-4-3-5 浸水対策（管きょ）
1-A-4-3-6 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-3-7 雨水浸透ますの設置



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-4  神奈川処理区計画図

凡 例

処理区界・

下水道法における事業計画区域

1-A-4-4-10 多目的調整池

新浦島ポンプ場

楠ポンプ場

桜木ポンプ場

平沼ポンプ場

保土ケ谷ポンプ場

1-A-4-4-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-4-5 地震対策（ポンプ場）

1-A-4-4-3 神奈川水再生センター老朽化対策
1-A-4-4-6 神奈川水再生センター地震対策

1-A-4-4-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-4-4 地震対策（管きょ）
1-A-4-4-7 浸水対策（管きょ）
1-A-4-4-8 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-4-9 雨水浸透ますの設置
1-A-4-4-11 合流改善対策

浸水対策（下水道浸水被害軽減総合事業）

神奈川水再生センター



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-5 中部処理区計画図

凡 例

処理区界・
下水道法における事業計画区域

中部水再生センター

山下ポンプ場

1-A-4-5-3 中部水再生センター老朽化対策
1-A-4-5-6 中部水再生センター地震対策

1-A-4-5-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-5-5 地震対策（ポンプ場）

1-A-4-5-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-5-4 地震対策（管きょ）
1-A-4-5-7 浸水対策（管きょ）
1-A-4-5-8 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-5-9  合流改善対策



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-6 南部処理区計画図

凡 例

処理区界・

下水道法における事業計画区域

万世ポンプ場吉野ポンプ場

1-A-4-6-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-6-5 地震対策（ポンプ場）

浸水対策（下水道浸水被害軽減総合事業）

1-A-4-6-3 南部水再生センター老朽化対策
1-A-4-6-6 南部水再生センター地震対策

南部水再生センター

1-A-4-6-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-6-4 地震対策（管きょ）
1-A-4-6-7 浸水対策（管きょ）
1-A-4-6-8 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-6-9  合流改善対策

磯子ポンプ場

磯子第二ポンプ場



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-7 金沢処理区計画図

凡 例

処理区界・

下水道法における事業計画区域

金沢水再生センター

1-A-4-7-3 金沢水再生センター老朽化対策
1-A-4-7-4 金沢水再生センター汚泥処理施設老朽化対策
1-A-4-7-5 金沢水再生センター前処理施設老朽化対策
1-A-4-7-8 金沢水再生センター地震対策
1-A-4-7-9 金沢水再生センター汚泥処理施設地震対策
1-A-4-7-10 金沢水再生センター前処理施設地震対策

1-A-4-7-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-7-7 地震対策（ポンプ場）

福浦工場排水処理場

鳥浜第一、第二工場排水処理場

六浦ポンプ場

金沢ポンプ場

1-A-4-7-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-7-6 地震対策（管きょ）
1-A-4-7-11 浸水対策（管きょ）
1-A-4-7-12 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-7-13  合流改善対策
1-A-4-7-14  雨水浸透ますの設置
1-C-22      マンホールの老朽化対策



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-8  栄処理区計画図

凡 例

処理区界・

下水道法における事業計画区域

浸水対策（下水道浸水被害軽減総合事業）

栄第一水再生センター

栄第二水再生センター

笠間ポンプ場

戸塚ポンプ場

1-A-4-8-2 老朽化対策（ポンプ場）
1-A-4-8-6 地震対策（ポンプ場）

1-A-4-8-3 栄第一水再生センター老朽化対策
1-A-4-8-4 栄第二水再生センター老朽化対策
1-A-4-8-7 栄第一水再生センター地震対策
1-A-4-8-8 栄第二水再生センター地震対策

1-A-4-8-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-8-5 地震対策（管きょ）
1-A-4-8-9 浸水対策（管きょ）
1-A-4-8-10 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-8-11 雨水浸透ますの設置



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市

　　
　　

交付対象

凡 例

処理区界・

下水道法における事業計画区域

西部水再生センター

1-A-4-9  西部処理区計画図

1-A-4-9-2 西部水再生センター老朽化対策
1-A-4-9-4 西部水再生センター地震対策

浸水対策（下水道浸水被害軽減総合事業）

1-A-4-9-1 老朽化対策（管きょ）
1-A-4-9-3 地震対策（管きょ）
1-A-4-9-5 浸水対策（管きょ）
1-A-4-9-6 浸水対策（内水ハザードマップ）
1-A-4-9-7 雨水浸透ますの設置



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

管きょの耐震化計画図

凡 例

地域防災拠点

管きょの耐震化

1-A-4-8-5

1-A-4-7-6

1-A-4-6-4

1-A-4-5-4

1-A-4-4-4

1-A-4-3-3

1-A-4-2-4

1-A-4-1-6



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

管きょの耐震化計画図（緊急輸送路下）

1-A-4-7-6

1-A-4-6-4

1-A-4-5-4

1-A-4-4-4

1-A-4-2-4

1-A-4-1-6

管きょの耐震化

緊急輸送路

凡 例



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

管きょの耐震化計画図（軌道下）

1-A-4-8-5

1-A-4-4-4

管きょの耐震化

軌道

凡 例



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

合流式下水道改善事業計画図

1-A-4-1-13
1-A-4-2-10
1-A-4-4-11
1-A-4-5-9
1-A-4-6-9
1-A-4-7-13



（参考図面）

計画の名称 　横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-4-1-1
1-A-4-2-1
1-A-4-4-1
1-A-4-5-1
1-A-4-6-1
1-A-4-7-1

老朽化対策（管きょ）50年経過管





横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市

（参考図面） 
計画の名称

計画の期間 交付対象



横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市

（参考図面） 
計画の名称

計画の期間 交付対象



縮尺：1/162,500

  

東部臨海地区

横浜市役所

鶴見川

帷子川

鎌倉市

川崎市

横須賀市

並木中

下水直結式仮設トイレ用下水道管
整備対象地域防災拠点
災害時下水直結式仮設トイレ用下水
道管整備対象地域防災拠点

 



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青 葉 区

都 筑 区
港 北 区

鶴 見 区

神奈川区
旭 区瀬 谷 区

保土ケ谷区

西 区

南 区

磯 子 区

金 沢 区

栄 区

港 南 区

戸 塚 区

泉 区 中 区

緑 区
1-A-7-1

公営住宅ストック総

1-A-7-1
公営住宅ストック総

1-A-7-1
公営住宅ストック総

1-A-7-1

外壁塗装工事



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青 葉 区

都 筑 区
港 北 区

鶴 見 区

神奈川区旭 区瀬 谷 区

保土ケ谷区

西 区

南 区

磯 子 区

金 沢 区

栄 区

港 南 区

戸 塚 区

泉 区 中 区

緑 区

1-A-7-1
公営住宅ストック総

1-A-7-1
公営住宅ストック総

1-A-7-1
公営住宅ストック総

1-A-7-1

屋上防水工事



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青 葉 区

都 筑 区
港 北 区

鶴 見 区

神奈川区
旭 区瀬 谷 区

保土ケ谷区

西 区

南 区

磯 子 区

金 沢 区

栄 区

港 南 区

戸 塚 区

泉 区 中 区

緑 区

H26外壁塗装工事
屋上防水工事

1-A-7-1

改良住宅改善事



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青 葉 区

都 筑 区
港 北 区

鶴 見 区

神奈川区
旭 区瀬 谷 区

保土ケ谷区

西 区

南 区

磯 子 区

金 沢 区

栄 区

港 南 区

戸 塚 区

泉 区 中 区

緑 区

1‐A‐7‐1
上飯田集会所耐震改修事業



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青 葉 区 

都 筑 区 
港 北 区 

鶴 見 区 

神奈川区 
旭 区 

瀬 谷 区 

保土ケ谷区 

西 区 

南 区 

磯 子 区 

金 沢 区 

栄 区 

港 南 区 
戸 塚 区 

泉 区 中 区 

緑 区 

1-A-7-2 
住宅・建築物安全 
ストック形成事業 

1-Ａ-7-2 
西区総合庁舎 

耐震補強工事 

1-Ａ-7-2 
中区庁舎 
耐震工事 

1-C-16 

住まい・建築物の耐震性向上推進事業 

（市内全域） 

1-Ａ-7-2 
南区総合庁舎 
再整備事業 

1-Ａ-7-2 
金沢区総合庁舎 
再整備事業 

1-Ａ-7-2 
緑区総合庁舎 

耐震工事 

1-Ａ-7-2 
1-Ｃ-16 

旧関東財務局保全・ 
耐震対策事業 



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青 葉 区

都 筑 区
港 北 区

鶴 見 区

神奈川区
旭 区

瀬 谷 区

保土ケ谷区
西 区

南 区

磯 子 区

金 沢 区
栄 区

港 南 区

戸 塚 区

泉 区 中 区

緑 区

1-A-7-1
小菅が谷第二住宅
耐震改修事業

1-A-7-1
さかえ住宅耐震改修事業

1-A-7-1
野庭住宅耐震改修事業

1-A-7-1
本郷住宅耐震改修事業

1-A-7-1
岩井町住宅耐震改修事業

1-A-7-1
瀬戸橋住宅耐震改修事業

1-A-7-1
塩場住宅耐震改修事業

1-A-7-1
瀬ヶ崎住宅耐震改修事業1-A-7-1

六浦住宅耐震改修事業

1-A-7-1
南三双住宅耐震改修事業



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

青葉区

都筑区 港北区

鶴見区

神奈川区

旭区

瀬谷区
保土ケ谷区 西区

南区

磯子区

金沢区

栄区

港南区

戸塚区

泉区

中区

緑区

1-Ａ-7-1

住宅地区改良事業

（瀬戸橋住宅耐震改修事業）

1-Ａ-7-1

住宅地区改良事業
（さかえ住宅耐震改修事業）

1-Ａ-7-1

住宅地区改良事業

（岩井町住宅耐震改修事業）

1-Ａ-7-1

住宅地区改良事業

（瀬ケ崎住宅耐震改修事業）

1-Ａ-7-1

住宅地区改良事業

（六浦住宅耐震改修事業）

1-Ａ-7-1
ストック総合改善事業

（ひかりが丘住宅屋上防水工事）

1-Ａ-7-1

ストック総合改善事業
（西原グリーンハイツ外壁

1-Ａ-7-1

ストック総合改善事業

（谷津坂住宅外壁塗装

1-Ａ-7-1
ストック総合改善事業

（南戸塚住宅外壁塗装工事）



（参考図面）社会資本総合整備計画（地域住宅支援）

計画の名称 1 横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 横浜市交付対象

1-A-7-3 市場西中町地区
住宅市街地総合整備事業（6.1ha）

1-A-7-4潮田・小野町地区
住宅市街地総合整備事業（148.4ha）

1-A-7-6東久保町地区
住宅市街地総合整備事業（20.4ha）

1-A-7-7 西戸部町地区
住宅市街地総合整備事業（18.2ha）

1-A-7-9 三春台地区
住宅市街地総合整備事業（22.7ha）

〔凡例〕

A 基幹事業

C  効果促進事業

（住宅市街地総合整備事業）

1-A-7-8 本郷町３丁目地区
住宅市街地総合整備事業（17.4ha）

1-A-7-15北方町地区
住宅市街地総合整備事業（8.0ha）

1-A-7-12滝頭・磯子地区
住宅市街地総合整備事業（38.9ha）

1-A-7-11中村町５丁目地区

住宅市街地総合整備事業（4.5ha)

1-A-7-10唐沢･平楽･八幡町地区
住宅市街地総合整備事業（40.2ha）

1-A-7-14 金沢地区

住宅市街地総合整備事業（52.7ha)

1-A-7-13金沢南部地区

住宅市街地総合整備事業（47.6ha)

1-A-7-5浦島町・子安通地区
住宅市街地総合整備事業（7.4ha）



１－A－７－１６　横浜市まちの不燃化推進地区住宅市街地総合整備事業　(43,517ha)
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