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資料１　西区災害時給水所

　（１）　配水池

有効貯水量（㎥）

40,000

　（２）　災害用地下給水タンク

1500

1,000

700

60

60

　老松町27

所在地

　宮ケ谷公園 　宮ケ谷６－６

　紅葉ケ丘57

　久保町42

　東ケ丘59

　中央二丁目27－７

　北軽井沢24

　岡野二丁目14－１2

1

　掃部山公園

　大谷公園

　東小学校

　西前小学校

　軽井沢中学校

　岡野中学校

8

7

6

5

4

　老松中学校

　みなとみらい二丁目３

　みなとみらい五丁目２

　（３）　緊急給水栓

設置場所

4

5

地震時確保見込水量（㎥）

8,000

所在地

　平沼二丁目11－36

　宮ケ谷６－７

　みなとみらい一丁目１

有効貯水量

所在地

　西区老松町20

施設名

野毛山配水池

Ｎｏ．

3

2

3

Ｎｏ．

設置場所

1 　平沼小学校

　みなとみらい21地区　高島中央公園

　みなとみらい21地区　ヨーヨー広場

　みなとみらい21地区　臨港パーク

　宮谷小学校



資料２　西区災害用応急井戸（飲用はしない）

Ｎｏ． 井 戸 所 在 地 種別

1 　霞ケ丘８－４ 湧　水

2 　御所山町11 掘井戸

3 　浅間台86－５ 掘井戸

4 　西戸部町２丁目229 掘井戸

5 　西戸部町２丁目249 掘井戸

6 　東久保町15－14 掘井戸

7 　東久保町26－20 掘井戸

8 　東久保町34－33 掘井戸

9 　東久保町９－４ 掘井戸

10 　南軽井沢16－３ 掘井戸

11 　南軽井沢９（墓地の中） 掘井戸

12 　宮崎町54 掘井戸

13 　元久保町９－８ 掘井戸

14 　浅間台86 掘井戸

15 　西戸部町１丁目36 掘井戸

16 　中央一丁目８－16 掘井戸

17 　西戸部町１丁目50 掘井戸

18 　西戸部町３丁目285 掘井戸

平成30年11月１日現在



資料３　西区地域防災拠点

学校名 所在地・電話番号 町名 備蓄品

　戸部小学校
　伊勢町２－115
　☎ 231－4515

　戸部本町、御所山町、戸部町１～７丁目、花咲町４～７丁目、
　桜木町４～６丁目、桜木町７丁目（48を除く）、紅葉ケ丘、
　伊勢町１～２丁目、伊勢町３丁目の一部、
　西戸部町２丁目117～169（144の一部・147～151を除く）、
　みなとみらい一～四丁目、宮崎町

有

　東小学校
　東ケ丘59
　☎ 231－4846

　東ケ丘、赤門町２丁目、霞ケ丘16の一部 有

　平沼小学校
　平沼二丁目11－36
　☎ 322－1951

　平沼一～二丁目、桜木町７丁目48、高島一～二丁目、
　みなとみらい五～六丁目

有

　宮谷小学校
　宮ケ谷６－７
　☎ 311－2468

　宮ケ谷、南軽井沢（一部除く）、楠町、浅間町１丁目、
　浅間台（114・119・123・125の一部、127～129を除く）

有

　一本松小学校
　西戸部町１－115
　☎ 241－7034

　西戸部町１丁目56～116、霞ケ丘（16の一部を除く）、
　境之谷１～53、西戸部町２丁目190の一部・193～251

有

　西前小学校
　中央二丁目27－７
　☎ 323－1801

　中央一～二丁目、西前町２～３丁目、浜松町８～15、
　藤棚町１丁目28～50、伊勢町３丁目の一部

有

　稲荷台小学校
　藤棚町２-220
　☎ 231－1822

　久保町、元久保町、東久保町、浜松町１～７、
　藤棚町１丁目（28～50を除く）、藤棚町２丁目198～、境之谷54
～

有

　浅間台小学校
　浅間町３－237
　☎ 311－6648

　浅間町２～５丁目、南浅間町、
　浅間台114・119・123・125の一部・127～129

有

　老松中学校
　老松町27
　☎ 241－5120

　老松町、西戸部町１丁目１～55 有

　岡野中学校
　岡野二丁目14－１
　☎ 311-3210

　西平沼町１～８、岡野一～二丁目、南幸一～二丁目、
　北幸一～二丁目

有

　西中学校
　西戸部町3-286
　☎ 231-0153

　西戸部町３丁目、伊勢町３丁目の一部、
　西戸部町２丁目144の一部・147～151・170～192（190の一部を除
く）、
　藤棚町２丁目（198～を除く）

有

　軽井沢中学校
　北軽井沢24
　☎ 311-2523

　北軽井沢、南軽井沢の一部 有



資料４　西区防災備蓄庫備蓄物資 ※１拠点あたりの主な物資及び数量

平成31年４月１日現在

区
分

数量 備考

　クラッカー 1,000食

　缶入り保存パン 1,000食

460食 　高齢者及び乳幼児用

220食 　高齢者用

19セット 　乳児１人あたり１セット（３日分）

2,000缶

210枚

1,350枚

425個

192巻

１台
　小学校・・・移動式炊飯器
　中学校・・・ガスかまどセット

240枚

　490枚 　区役所で250枚追加

２基

６基

5,000セット 　避難者の５回分

２基 　着替えや授乳スペースの確保のため

80台 　停電時の照明用

３台 　災害時の情報収集用（区役所で１台追加）

１セット 　情報受伝達を円滑にするため

２台 　地域防災拠点内での連絡調整用

14本 　区役所独自の備蓄

１基

２セット

２台

10枚

１基

５組

100枚

品目

主食系

　乳幼児用紙おむつ・紙パンツ

　高齢者用紙おむつ

　水缶詰

　移動式炊飯器/ガスかまどセット

　トイレットペッパー

　おかゆ

　防災電話機

　トイレパック

　リヤカー

　畳ロール

　デジタル移動無線延長コード

　ラジオ

　ＬＥＤランタン

　簡易式テント

　給水用水槽

　グランドシート

食
料
・
水

救
護

　生理用品

　粉ミルク・ほ乳瓶

　スープ

　簡易トイレ便座生
活

　電話機・コード（特設公衆電話用）

　くみ取り式仮設トイレ

　アルミブランケット

　毛布

　トランシーバー

　保温用シート

　松葉杖　



区
分

数量 備考

６台
　ガソリン式発電機５台
　ガス式発電機１台
  （カセットボンベ12本付き）

５台

２台 　皮手袋、防塵メガネがセット

１台 　またはガレージジャッキ５台

２個

10本

10本

１本

２個

10個

11本 　区役所で６本追加

各５本

各10枚
緑30枚

　運営委員会用（青）、
　ライセンスリーダー用（橙）

40個

１セット

　掛け矢

　油圧ジャッキ

　エンジンカッター

　投光機

　発電機

　ポール（応急担架用）

　金属梯子

　ハンドマイク

救
助
用
品

　

品目

　ヘルメット

　大バール

　つるはし、スコップ、ロープ、ワイヤー
　カッター、大なた、のこぎり、てこ棒、
　大ハンマー

他

　ビブス
（青/橙/白/ピンク/赤/ロイヤルブルー/緑）

　腕章

　多言語表示シート

　担架



資料５　西区広域避難場所

広域避難場所 割り当て地区（※
１
） 備蓄品

　三ツ沢競技場一帯
　岡野一～二丁目、北軽井沢、浅間台、浅間町１～５丁目、
　西平沼町、平沼一～二丁目、南軽井沢、南浅間町、宮ケ谷

無

　紅葉ケ丘一帯
　御所山町、戸部町１～７丁目、戸部本町、花咲町４～５丁目、
　宮崎町、紅葉ケ丘

無

　野毛山公園
　赤門町２丁目、東ケ丘、伊勢町１～３丁目、老松町、霞ヶ丘、
　中央一～二丁目、西戸部町１～３丁目、西前町２～３丁目

無

　久保山墓地
　久保町、境之谷、浜松町、東久保町、藤棚町１～２丁目、
　元久保町

無

  大規模延焼火災の
恐れが低い地域

北幸一～二丁目、楠町、桜木町４～７丁目、高島一～二丁目、
花咲町６～７丁目、みなとみらい一～六丁目、南幸一～二丁目
（特に広域避難場所を指定しなくても、住民の判断による避難行
動で生命の安全が確保される地域）

　　適した広域避難場所へ避難することとします。

　　慮し平成27年４月１日付で指定が解除になりました。

※
１
　原則割り当てられた避難場所への避難としますが、火災の発生場所等の正確な情報を収集し

    　広域避難場所に指定されていた「みなとみらい臨港パーク一帯」は、津波による影響を考

平成31年４月１日現在



資料６　西区津波避難施設

（民間施設） 平成31年４月１日現在

　 施設名称 所在地 受入可能時間

　ハマボール　イアス 　西区北幸二丁目２ 24時間365日

　立正佼成会　横浜教会普門館 　西区北幸二丁目７－３ 24時間365日

　ラウンドワン　横浜駅西口店 　西区南幸二丁目８－16 24時間365日

　HOTEL THE KNOT YOKOHAMA 　西区南幸二丁目16-28 24時間365日

　HOTEL PLUMM/COSMO Y. 　西区北幸二丁目９−１ 24時間365日

　日産自動車株式会社グローバル本社ビル 　西区高島一丁目１－１ 24時間365日

　ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 　西区みなとみらい一丁目１−１ 24時間365日

　パシフィコ横浜 　西区みなとみらい一丁目１−１ 24時間365日

　富士ゼロックスR＆Dスクエア 　西区みなとみらい六丁目１
9:00～17:00

（土日祝日を除く）

　プライムコースト　みなとみらい 　西区みなとみらい六丁目３－４
9:00～17:00

（土日祝日を含む）

　ケンセイビル 　西区浅間町５丁目387－８
8：30～17：30

（土日祝日を除く）

　岡野パークハイツ 　西区岡野二丁目13－５ 24時間365日

　タカシマヤローズホールビル 　西区北幸二丁目９−１ 10:00～18:00

（公共施設）

　 施設名称 所在地 受入可能時間

　県立横浜平沼高等学校 　西区岡野一丁目５－８ 24時間365日

　岡野中学校 　西区岡野二丁目14−１ 24時間365日

　横浜西合同庁舎 　西区岡野二丁目12−20 24時間365日

　平沼小学校 　西区平沼二丁目11−36 24時間365日

　平沼集会所 　西区西平沼町５−70
月～土　　 9：00～21：00
日祝休日　9：00～17：00

　西スポーツセンター 　西区浅間町４丁目340−１
月～土　　 7：30～23：00
日祝休日　7：30～21：00

　西区役所 　西区中央一丁目５－10　 24時間365日

※　この他に、避難対象区域内の自治会町内会が独自に確保している民間施設があります。



資料７　西区福祉避難所

平成31年４月１日現在

用　　　　途 対　　象　　施　　設　　名

  浅間台地域ケアプラザ

　藤棚地域ケアプラザ

　宮崎地域ケアプラザ

　 　戸部本町地域ケアプラザ

　老人福祉センター野毛山荘

　養護老人ホームハマノ愛生園

　特別養護老人ホームハマノ愛生園

　特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園

　特別養護老人ホームパークサイド岡野

　救護施設岡野福祉会館

　医療法人社団愛友会ハートケア横浜

　西区地域活動ホーム

　生活創造空間　にし（地域活動ホームガッツ・びーと西）
                           （就労サポートセンターエヌ・クラップ）

障害者用福祉避難所

高齢者用福祉避難所



資料８　西区帰宅困難者一時滞在施設

（民間施設） 平成31年４月1月日現在

　 施設名称 最寄駅 所在地

　横浜fカレッジ（学校法人岩崎学園） 横浜駅 　西区北幸一丁目２－７ 

　ラウンドワン　横浜駅西口店 横浜駅 　西区南幸二丁目８－16

　富士ゼロックスR＆Dスクエア 横浜駅 　西区みなとみらい六丁目１

　立正佼成会　横浜教会普門館 横浜駅 　西区北幸二丁目７－３

　HOTEL THE KNOT YOKOHAMA 横浜駅 　西区南幸二丁目16－28

　日産自動車株式会社グローバル本社ビル 横浜駅 　西区高島一丁目１－１

　ハマボール　イアス 横浜駅 　西区北幸二丁目２

　二幸ビル 横浜駅 　西区南幸二丁目16-８、９

　ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル みなとみらい駅 　西区みなとみらい一丁目１－１

　パシフィコ横浜 みなとみらい駅 　西区みなとみらい一丁目１－１

　日本丸メモリアルパーク訓練センター みなとみらい駅 　西区みなとみらい二丁目１－１

　クイーンズスクエア横浜 みなとみらい駅 　西区みなとみらい二丁目３

　横浜ランドマークタワー みなとみらい駅 　西区みなとみらい二丁目２－１

　MARK　IS　みなとみらい みなとみらい駅 　西区みなとみらい三丁目５－１

　MMパークビル みなとみらい駅 　西区みなとみらい三丁目６－３

　PRYME　GALLERY　みなとみらい みなとみらい駅 　西区みなとみらい四丁目５－１

　ホテルビスタプレミオ横浜[みなとみらい]
　（プライムコーストみなとみらい内）

みなとみらい駅 　西区みなとみらい六丁目３

　横浜メディアタワー みなとみらい駅 　西区みなとみらい４丁目７－３

　ケンセイビル 天王町駅 　西区浅間町５丁目387－８

（公共施設）

　 施設名称 最寄駅 所在地

　西公会堂 横浜駅 　西区岡野一丁目６−41

　横浜市中央図書館 桜木町・日ノ出町駅 　西区老松町１



資料９　西区補充的避難所等

平成31年４月１日現在

　 施設名称 最寄駅 所在地

　西スポーツセンター 西横浜駅・天王町駅 　西区浅間町４丁目340－１

　西地区センター 横浜駅・平沼橋駅 　西区岡野一丁目６－41

　藤棚地区センター 西横浜駅 　西区藤棚町２丁目－198

　戸部コミュニティハウス 戸部駅 　西区御所山町１－８

　境之谷公園こどもログハウス 西横浜駅・黄金町駅 　西区境之谷105－１

　横浜平沼高校 横浜駅 　西区岡野一丁目５－８

　横浜市西区仏教会（25か寺※） － －

※その他、６施設



資料10　西区災害対策連絡協議会委員

役　　　職　　　名

国土交通省横浜国道事務所　神奈川出張所 所長

戸部警察署 署長

戸部警察署 副署長

神奈川県横浜川崎治水事務所 所長

神奈川県横浜川崎治水事務所　工務部 副技幹

株式会社ＮＴＴ東日本-南関東　神奈川事業部　災害対策室 室長

横浜市アマチュア無線非常通信協力会西支部 支部長

アマチュア無線横浜西クラブ 会長

東京ガス株式会社　神奈川支社 支社長

東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社 副総支社長

(公社)神奈川県ＬＰガス協会横浜中央南支部 地区長

神奈川県石油商業組合中央支部 支部長

西区商店街組合連合会 会長

東日本旅客鉄道㈱横浜駅 駅長

東京急行電鉄㈱横浜駅 駅長

京浜急行電鉄㈱横浜駅 駅長

相模鉄道㈱横浜駅 駅長

横浜市交通局横浜管区駅 駅長

横浜建設業防災作業隊西方面班 班長

（一社）神奈川県トラック協会 会長

西火災予防協会 会長

西消防団 団長

(一社)横浜みなとみらい21 理事長

戸部交通安全協会 会長

西区防犯協会 会長

西区医師会 会長

西区歯科医師会 会長

西区薬剤師会 会長

西区保健活動推進員会 会長

西区獣医師会 会長

西区社会福祉協議会 会長

西区民生委員児童委員協議会 会長

西区災害ボランティアネットワーク 代表

西区社会福祉協議会ボランティア・市民活動分科会 会長

福祉関係

交通関係

建設関係

輸送関係

消防関係

交通安全・防犯関係

医療・保健活動関係等

まちづくり関係

機　　　　関　　　　名

国関係

県関係

通信関係

エネルギー関係

流通関係



役　　　職　　　名

横浜市幼稚園協会西支部 支部長

西区私立保育園会 会長

西区市立小学校長会 会長

西区市立中学校長会 理事

神奈川県立横浜平沼高等学校 校長

西区連合町内会・自治会連絡協議会 会長

第一地区町内連合会 会長

第２地区連合町内会自治会 会長

第３地区町内会自治会協議会 会長

第４地区自治会連合会 会長

第五地区自治会連合会 会長

第六地区自治会町内会連絡協議会 会長

M.M.TOWERS自治会 会長

横浜西南地区連合 議長

横浜駅西口共同防火防災管理協議会 会長

横浜駅東口建築物等共同防火・防災管理協議会 会長

戸部小学校地域防災拠点管理運営委員会 会長

東小学校　　　　　　　　　〃 会長

平沼小学校　　　　　　　 〃 会長

宮谷小学校　　　　　　　 〃 会長

一本松小学校　　　　　　〃 会長

西前小学校　　　　　　　 〃 会長

稲荷台小学校　　　　　　〃 会長

浅間台小学校　　　　　　〃 会長

老松中学校　　　　　　　 〃 会長

岡野中学校　　　　　　　 〃 会長

西中学校　　　　　　　　　〃 会長

軽井沢中学校　　　　　　〃 会長

神奈川県議会議員 －

横浜市会議員 －

横浜市会議員 －

消防局西消防署 署長

消防局西消防署 副署長

水道局給水サービス部中村水道事務所 所長

資源循環局西事務所 所長

（財）横浜市緑の協会野毛山動物園 園長

環境創造局南部公園緑地事務所 所長

交通局自動車本部浅間町営業所 所長

西区役所 区長

西区役所 副区長

西区役所 福祉保健センター長

西区役所 福祉保健センター担当部長

西区役所 西土木事務所長

市関係

機　　　　関　　　　名

学校関係

町内会・自治会等関係

地域防災拠点

西区選出議員



資料11　西区地域防災拠点管理運営員会連絡協議会委員

機関名 役職名

戸部小学校地域防災拠点管理運営委員会 会　長

東小学校 　　　　　　　　〃 会　長

平沼小学校 　　　　　　 〃 会　長

宮谷小学校              〃 会　長

一本松小学校           〃 会　長

西前小学校　　　　　　　〃 会　長

稲荷台小学校　　　　　 〃 会　長

浅間台小学校           〃 会　長

老松中学校              〃 会　長

岡野中学校              〃 会　長

西中学校                 〃 会　長

軽井沢中学校           〃 会　長

西区連合町内会自治会連絡協議会 会　長

第一地区町内連合会 会　長

第２地区連合町内会自治会 会　長

第３地区町内会自治会協議会 会　長

第４地区自治会連合会 会　長

第五地区自治会連合会 会　長

第６地区自治会町内会連絡協議会 会　長

戸部小学校 校　長

東小学校 校　長

平沼小学校 校　長

宮谷小学校 校　長

一本松小学校 校　長

西前小学校 校　長

稲荷台小学校 校　長

浅間台小学校 校　長

老松中学校 校　長

岡野中学校 校　長

西中学校 校　長

軽井沢中学校 校　長

消防局西消防署 署　長

資源循環局西事務所 所　長

水道局給水サービス部中村水道事務所 所  長

西区役所 区　長



資料12　西区緊急巡回・点検路線図
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資料13  市税・保険料・公共料金等の減免・猶予等

１　 個人市民税（県民税を含む）の減免

２　 固定資産税及び都市計画税の減免

３　 市税の延滞金の減免

４　 市税の納期限の延長

５　 市税の徴収猶予

６　 国税の特別措置

７　 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の徴収猶予等

８ 　国民年金保険料の免除・給付猶予・学生納付特例

９　 児童福祉施設措置費の減免

10　保育所の保育料の減免

11　老人ホーム入所に伴う費用徴収

12　水道料金等の免除

13　公共料金・使用料等の特別措置（水道料金等を除く）

14　一般廃棄物処理手数料の減免

15　市営住宅使用料の減免

16　放送受信料の免除

17　住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付手数料
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