
 

１ 横浜市の方針 

横浜市耐震改修促進計画（平成 18 年度策定）、横浜市防災計画震災対策編（2013）及び

新たな中期４か年計画において、横浜市が単独所有する公共建築物については、延べ床面積

が 50 ㎡を超え、かつ居室を有する建築物の耐震化の目標を、次の通り定めています。 

①公共の特定建築物※1については、平成 27 年度末までに 100％の耐震化 

②公共建築物全体では、平成 27 年度末までに 90%の耐震化 

 

※1特定建築物 耐震改修促進法に定める「特定既存耐震不適格建築物」 

多数の者が利用する建築物で一定規模以上の建築物 

       例）学校：階数 2以上かつ 1,000 ㎡以上、 

事務所・公会堂：階数 3以上かつ 1,000 ㎡以上 

 

２ 耐震化の状況 

①公共の特定建築物の耐震化率は 98％となっています。 

②公共建築物全体の耐震化率は 95％となっています。 

平成 26 年 6 月 

 
総棟数 

耐震性能

あり 

耐震性能なし 
耐震化率 目標 

未改修 診断未実施 

①特定建築物 2,296 2,257 36 3 98% 100％ 

その他の建築物 2,410 2,242 101 67 93% - 

②公共建築物全体 4,706 4,499 

137 70 

95% 90% 
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◆公共建築物の耐震化 

減災対策推進特別委員会資料
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公共建築物耐震性能リスト(未診断、未耐震）【特定建築物】

39 平成26年6月（学校施設については9月更新）

場所

区名

政策局 集会所等 金沢八景キャンパス 金沢区 実施済 本校舎

政策局 集会所等 金沢八景キャンパス 金沢区 実施済 理科館

政策局 集会所等 金沢八景キャンパス 金沢区 実施済 文科系研究棟

政策局 集会所等 学生寮（男） 金沢区 実施済

総務局 その他 南部方面備蓄庫 金沢区 実施済

市民局 市区庁舎 中区健診・予防接種センター 中区 実施済
H28.4.1から東京藝大の校舎として後利用す
る予定

市民局 集会所等 旧労働基準局 中区 実施済

市民局 市区庁舎 南区総合庁舎 南区 実施済 南消防署、との複合施設

市民局 スポーツ施設 港南プール 港南区 実施済 蓬莱荘、との複合施設

市民局 市区庁舎 港南区総合庁舎 港南区 実施済 港南公会堂、港南消防署、との複合施設

市民局 市区庁舎 金沢区総合庁舎 金沢区 実施済 金沢公会堂、金沢消防署、との複合施設

市民局 市区庁舎 緑区総合庁舎 緑区 実施済 緑公会堂、緑消防署、との複合施設

市民局 市区庁舎 戸塚区総合庁舎（旧庁舎） 戸塚区 実施済 南部農政事務所、との複合施設

文化観光局 集会所等 旧関東財務局 中区 実施済

経済局 市場 中央卸売市場南部市場 金沢区 実施済 管理棟

経済局 市場 中央卸売市場南部市場 金沢区 実施済 冷蔵庫棟

こども青少年局 集会所等 青少年交流センター 西区 実施済

健康福祉局 その他 衛生研究所 磯子区 実施済

環境創造局 その他 環境科学研究所 磯子区 実施済 本館

資源循環局 環境 車両課 神奈川区 実施済

港湾局 港湾 波止場会館 中区 実施済

港湾局 港湾
本牧第1港湾労働者福祉セン
ター

中区 実施済

水道局 水道 中・南地域サービスセンター 中区 実施済

水道局 水道 中部第一給水維持課 南区 実施済

教育委員会 公会堂・ホール 教育文化センター 中区 実施済
交通局変電所等、市民ギャラリー、との複合
施設

教育委員会 学校施設 上末吉小学校 鶴見区 実施済 体育館（併設）

教育委員会 学校施設 藤の木小学校 南区 実施済 体育館（併設）

教育委員会 学校施設 屏風浦小学校 磯子区 実施済 校舎棟

教育委員会 学校施設
西金沢小学校（釜利谷西小学
校）

金沢区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 釜利谷東小学校 金沢区 実施済 校舎棟

教育委員会 学校施設 小山台小学校 栄区 実施済 校舎棟

教育委員会 学校施設 野庭中学校 港南区 実施済 校舎棟

教育委員会 学校施設 西金沢中学校 金沢区 実施済 校舎棟

教育委員会 学校施設 芹が谷小学校 港南区 実施済 体育館（併設）

教育委員会 学校施設 笹野台小学校 旭区 実施済 体育館（併設）

教育委員会 学校施設 新吉田小学校 港北区 実施済 体育館（併設）

教育委員会 学校施設 岡村小学校 磯子区 H26年度診断済 校舎棟（渡り廊下）

教育委員会 学校施設 北綱島小学校 港北区 H26年度診断済 校舎棟（渡り廊下）

教育委員会 学校施設 桂台小学校 栄区 H26年度診断済 校舎棟（給食室）

所管局 備考施設名 耐震診断施設用途

別紙



公共建築物耐震性能リスト(未診断、未耐震）【その他の建築物】

168
平成26年6月（学校施設については9月更

新）
場所

区名

政策局 集会所等 金沢八景キャンパス 金沢区 未定 附属校舎

政策局 集会所等 学生寮（女） 金沢区 実施済

市民局 スポーツ施設 本牧市民プール 中区 実施済

市民局 集会所等 横浜市民ヨットハーバー 磯子区 実施済

市民局 その他
区庁舎分室（旧水道局磯子・金
沢地域サービスセンター）

磯子区 実施済

市民局 スポーツ施設 横浜プールセンター 磯子区 実施済

経済局 市場 中央卸売市場食肉市場 鶴見区 実施済 厚生棟

経済局 市場 中央卸売市場南部市場 金沢区 実施中 車庫棟

環境創造局 公園施設 こども植物園 南区 実施済

環境創造局 その他 横浜市児童遊園地 保土ケ谷区 実施済

環境創造局 その他 環境科学研究所 磯子区 実施済 第二研究棟

建築局 市営住宅 市営野庭住宅 港南区 実施済 第５集会所

建築局 市営住宅 市営野庭住宅 港南区 実施済 第６集会所

建築局 市営住宅 市営瀬ケ崎住宅 金沢区 実施済 集会所

建築局 市営住宅 市営さかえ住宅 港北区 実施済 集会所

建築局 市営住宅 市営上飯田住宅 泉区 実施済 集会所

港湾局 港湾 出田町厚生センター 神奈川区 実施済

港湾局 港湾 出田町ふ頭青果上屋 神奈川区 実施済

港湾局 港湾 出田町ふ頭バナナ1号上屋 神奈川区 実施済

港湾局 港湾 出田町ふ頭バナナ２号上屋 神奈川区 実施済

消防局 消防施設 旧藤が丘消防出張所 青葉区 実施済

水道局 水道 中部工事課 南区 実施済

水道局 水道 保全課水道メーター係 南区 実施済

交通局 交通 生麦職員住宅 鶴見区 未定 現在未使用

教育委員会 図書・博物・美術 三殿台考古館 磯子区 未定

教育委員会 その他 旧埋蔵文化財センター 都筑区 未定 H21.11廃止、未使用

教育委員会 学校施設 東台小学校 鶴見区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 旭小学校 鶴見区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 旭小学校 鶴見区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 上末吉小学校 鶴見区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 汐入小学校 鶴見区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 蒔田小学校 南区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 中村小学校 南区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 六っ川小学校 南区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 永野小学校 港南区 実施済 トイレ・階段

教育委員会 学校施設 桜岡小学校 港南区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 吉原小学校 港南区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 日野南小学校 港南区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 下野庭小学校 港南区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 川島小学校 保土ケ谷区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 岩崎小学校 保土ケ谷区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 希望ケ丘小学校 旭区 実施済 渡り廊下

所管局 施設用途 施設名 耐震診断 備考



場所

区名
所管局 施設用途 施設名 耐震診断 備考

教育委員会 学校施設 万騎が原小学校 旭区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 屏風浦小学校 磯子区 実施済 付帯

教育委員会 学校施設 梅林小学校 磯子区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 金沢小学校 金沢区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 釜利谷小学校 金沢区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 釜利谷小学校 金沢区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 西柴小学校 金沢区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 西柴小学校 金沢区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 西柴小学校 金沢区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 高田小学校 港北区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 菊名小学校 港北区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 菊名小学校 港北区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 菊名小学校 港北区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 菊名小学校 港北区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 長津田小学校 緑区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 山内小学校 青葉区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 勝田小学校 都筑区 実施済 渡り廊下・給食ホール

教育委員会 学校施設 東戸塚小学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 東戸塚小学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 矢部小学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 南戸塚小学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 深谷台小学校 戸塚区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 深谷台小学校 戸塚区 実施済 給食室

教育委員会 学校施設 鳥が丘小学校 戸塚区 実施済 旧給食室（多目ほか）

教育委員会 学校施設 西本郷小学校 栄区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 小菅ケ谷小学校 栄区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 中和田小学校 泉区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 中和田小学校 泉区 実施済 会議室・校長室

教育委員会 学校施設 中和田南小学校 泉区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 上飯田小学校 泉区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 下和泉小学校 泉区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 伊勢山小学校 泉区 実施済 多目的室

教育委員会 学校施設 末吉中学校 鶴見区 実施済 付帯

教育委員会 学校施設 鶴見中学校 鶴見区 実施済 付帯

教育委員会 学校施設 寺尾中学校 鶴見区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 老松中学校 西区 実施済 通路

教育委員会 学校施設 永田中学校 南区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 笹下中学校 港南区 実施済 昇降口

教育委員会 学校施設 野庭中学校 港南区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 旭中学校 旭区 実施済 付帯

教育委員会 学校施設 洋光台第一中学校 磯子区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 田奈中学校 緑区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 大正中学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 舞岡中学校 戸塚区 実施済 付帯



場所

区名
所管局 施設用途 施設名 耐震診断 備考

教育委員会 学校施設 豊田中学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 深谷中学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 上郷中学校 栄区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 南瀬谷中学校 瀬谷区 実施済 校舎棟

教育委員会 学校施設 東高等学校 鶴見区 実施済 特別教室棟

教育委員会 学校施設 東高等学校 鶴見区 実施済 昇降口ほか

教育委員会 学校施設 金沢高等学校 金沢区 実施済 部室・卓球場

教育委員会 学校施設 二ツ橋高等特別支援学校 瀬谷区 実施済 体育館

教育委員会 学校施設 本郷特別支援学校 栄区 実施済 体育館

教育委員会 学校施設 竹山小学校 緑区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 六っ川台小学校 南区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 白根小学校 旭区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 洋光台第一小学校 磯子区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 洋光台第一小学校 磯子区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 川和小学校 都筑区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 大正小学校 戸塚区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 大正小学校 戸塚区 実施済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 瀬谷小学校 瀬谷区 実施済 校舎棟（Ｓ造校舎）

教育委員会 学校施設 保土ケ谷中学校 保土ケ谷区 実施済 付帯

教育委員会 学校施設 神橋小学校 神奈川区
H26年度診断済（補強不
要）

渡り廊下

教育委員会 学校施設 神橋小学校 神奈川区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 戸部小学校 西区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 南小学校 南区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 別所小学校 南区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 下永谷小学校 港南区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 上大岡小学校 港南区 H26年度診断中 給食室

教育委員会 学校施設 上大岡小学校 港南区 H26年度診断中 付帯

教育委員会 学校施設 港南台第三小学校 港南区 H26年度診断済 給食室

教育委員会 学校施設 峯小学校 保土ケ谷区 H26年度診断中 給食室

教育委員会 学校施設 峯小学校 保土ケ谷区 H26年度診断中 付帯

教育委員会 学校施設 権太坂小学校 保土ケ谷区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 二俣川小学校 旭区 H26年度診断済 付帯

教育委員会 学校施設 中沢小学校 旭区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 四季の森小学校 旭区
H26年度診断済（補強不
要）

多目的室

教育委員会 学校施設 四季の森小学校 旭区
H26年度診断済（補強不
要）

渡り廊下

教育委員会 学校施設 川井小学校 旭区 H26年度診断中 給食室

教育委員会 学校施設 川井小学校 旭区 H26年度診断中 付帯

教育委員会 学校施設 岡村小学校 磯子区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 汐見台小学校 磯子区
H26年度診断済（補強不
要）

便所

教育委員会 学校施設 汐見台小学校 磯子区
H26年度診断済（補強不
要）

便所

教育委員会 学校施設 汐見台小学校 磯子区
H26年度診断済（補強不
要）

便所

教育委員会 学校施設 六浦小学校 金沢区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 六浦小学校 金沢区 H26年度診断済 技術員室ほか

教育委員会 学校施設 六浦小学校 金沢区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯



場所

区名
所管局 施設用途 施設名 耐震診断 備考

教育委員会 学校施設 八景小学校 金沢区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 瀬ケ崎小学校 金沢区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 西富岡小学校 金沢区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 西富岡小学校 金沢区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 山下小学校 緑区 H26年度診断済 給食室

教育委員会 学校施設 上山小学校 緑区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 緑小学校 緑区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 鉄小学校 青葉区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 美しが丘小学校 青葉区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 元石川小学校 青葉区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 中川小学校 都筑区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 川上北小学校 戸塚区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 南舞岡小学校 戸塚区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 本郷小学校 栄区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 千秀小学校 栄区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 桜井小学校 栄区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 上瀬谷小学校 瀬谷区 H26年度診断中 放送室

教育委員会 学校施設 相沢小学校 瀬谷区
H26年度診断済（補強不
要）

給食室

教育委員会 学校施設 相沢小学校 瀬谷区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 上の宮中学校 鶴見区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 上の宮中学校 鶴見区
H26年度診断済（補強不
要）

プール付帯

教育委員会 学校施設 松本中学校 神奈川区 H26年度診断済 渡り廊下

教育委員会 学校施設 蒔田中学校 南区
H26年度診断済（補強不
要）

プール付帯

教育委員会 学校施設 六ツ川中学校 南区
H26年度診断済（補強不
要）

付帯

教育委員会 学校施設 日限山中学校 港南区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 鶴ケ峯中学校 旭区
H26年度診断済（補強不
要）

会議室・更衣室

教育委員会 学校施設 都岡中学校 旭区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 鴨居中学校 緑区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 鴨居中学校 緑区
H26年度診断済（補強不
要）

プール付帯

教育委員会 学校施設 青葉台中学校 青葉区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 美しが丘中学校 青葉区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 奈良中学校 青葉区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 汲沢中学校 戸塚区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 中和田中学校 泉区
H26年度診断済（補強不
要）

渡り廊下

教育委員会 学校施設 泉が丘中学校 泉区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

教育委員会 学校施設 上飯田中学校 泉区
H26年度診断済（補強不
要）

プール付帯

教育委員会 学校施設 原中学校 瀬谷区
H26年度診断済（補強不
要）

金工木工室

神奈川区 集会所等 平川町公園集会所 神奈川区 実施済



 

１ 概要                                  

 

市立学校の耐震対策は、横浜市耐震改修促進計画（平成19年３月策定）に基

づき、延床面積 50㎡以上の建物を対象に、平成27年度の耐震補強工事の完了を

目指し、耐震対策を進めています。 

耐震対策の進め方としては、耐震診断の結果、補強工事が必要となったもの

について、基本設計、実施設計を行い、補強工事を実施しています。 

 

２ 耐震化の進捗状況 （平成２６年４月１日）                       

 

◎ 本市の耐震化率 （50 ㎡以上の建物）  94.3％ 

 

 
総棟数 

耐震性能

あり 

耐震性能なし 
耐震化率 目標 

未改修 診断未実施 

市立学校 
2,749 

（1,166） 

※2,594 

(1,152) 

90 

(11) 

65 

(3) 

94.3% 

(98.8%) 
100％ 

   ※耐震性能ありの 2,594 棟は、新耐震基準 1,173 棟と診断後補強不要となった 511 棟

及び補強工事を行った 910 棟の合計 

     （ ）は特定建築物（学校：階数 2以上かつ 1,000 ㎡以上）の内数  

  

◎耐震改修年次計画 （50 ㎡以上の建物）                  

 ～H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 合計(棟) 

耐震診断 1,352 159 65  1,576 

補強工事 867 43 60 ※(45) (1,015) 

※H27 年度の補強工事 45 棟は、未改修 90 棟のうち、H27 年度工事予定の 30 棟

と、診断未実施の 65 棟（平成２６年４月１日現在）のうち、9 月末時点で補強

が必要となった 8 棟及び診断中 7 棟の合計 

 

  ＜参考＞ 

◎文部科学省の基準（２階以上又は延床面積 200 ㎡超）による耐震化率 

（平成 26 年 4 月 1 日） 

本市の耐震化率   ： 96.3％ 
全国の耐震化率   ： 92.5％ 

     神奈川県の耐震化率 ： 98.4％       

◆市立学校の耐震対策

減災対策推進特別委員会資料

平 成 2 6 年 9 月 2 2 日

教 育 委 員 会 事 務 局
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横浜市地震防災戦略 行動計画２ 公共建築物の耐震化 
区庁舎の耐震・再整備事業の進捗状況について 

 

１ 耐震の状況 
18 区中、13 区庁舎の耐震性が確保されています。 
現在、南区・港南区・金沢区で再整備、中区(別館）・緑区で耐震補強を進めており、中区（別館）

は 26 年度中に、南区・港南区・金沢区・緑区は 27 年度中に、建物の耐震化が完了します。 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各区事業スケジュール 

※ 緑区は本庁舎の耐震補強工事のため、一部業務を仮設分庁舎に移転し、２工期にわけて工事を行っています。 

区 26 年度 27 年度 28 年度以降（予定） 
 

南 
  

港南 
  

金沢 
  

中（別館） 
 

  

緑 

本庁舎 
  

仮設 
分庁舎 

  
 

18 区庁舎 

鶴見・磯子・青葉・都筑・戸塚・泉・瀬谷は新耐震基準を満たす 
神奈川・西・保土ケ谷・旭・港北・栄は耐震補強済み 

※中区は現庁舎は新耐震基準だが、別館が耐震補強中のため、
要耐震補強で計上 
（↓耐震補強した区庁舎の例↓） 

3 区庁舎（南・港南・金沢） 

2 区庁舎（中（別館）・緑） 

13 区庁舎 

5 区庁舎 

工事（区役所・公会堂・消防署・土木事務所） 

工事（区役所・消防署） 

工事（区役所・消防署） 

    ★ 

供用開始（１月）

★
供用開始（2 月）

現庁舎解体（H28～29） 

 

 

★
供用開始（3 月）

1・2 階耐震補強 3・4 階耐震補

1・2 階移転 3・4 階移転 

★ 
1・2 階引越 3・4 階引越 

工事（駐車場）（H28） 

1・2 階供用開始

中庭整備（～H28） 
（市民局・文化観光局） 

耐震補強   ★
供用開始（5 月） 

要耐震補強 

耐震性あり 

再整備中 

耐震補強中

 中は 27 年度 
緑は 28 年度 
供用開始予定 

現庁舎解体（H28） 

工事（公会堂・駐車場・公園）（H29～30） 

現庁舎解体・周辺道路工事（H28～29） 

工事（公会堂・土木事務所）（H30～31） 

★
全面供用開始（5 月） 

旭 西

南 港南 金沢

中 緑

保土ケ谷

 27 年度 
供用開始予定 

減災対策推進特別委員会資料

平 成 26 年 9 月 22 日

市 民 局
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３ 各区の事業概要 

（１）南区総合庁舎整備事業 

■ 再整備する施設：総合庁舎(区役所・公会堂・消防署・土木事務所）及び土木事務所作業所 
■ 施設配置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 浦舟町（旧市大医学部跡地）に区役所･公会堂･消防署･土木事務所を建設、移転します。 
② 同時に、近接敷地に土木事務所作業所を整備します。 

 

■ 整備後の庁舎 

 

 

 

 

 

 
 

（２）港南区総合庁舎整備事業 

■ 再整備する施設：総合庁舎（区役所・消防署）及び公会堂・土木事務所 
■ 施設配置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 旧横浜刑務所跡地に新しい区役所・消防署を建設、移転します。 
② 移転後、現在の区役所・消防署・公会堂を取り壊します。 
③ 取り壊した敷地に、新しい公会堂・土木事務所を建設します。 

  

■ 整備後の庁舎 

 

 

 

 

 

 

（１）南区総合庁舎整備事業 

（２）港南区総合庁舎整備事業 

 平成 28 年３月 

供用開始予定！ 

区役所・公会堂・消防署・土木事務所 

区役所・消防署 

 平成 28 年１月 

供用開始予定！ 

南区総合庁舎完成予想図 

港南区総合庁舎完成予想図 

土木事務所 
作業所計画地 

市営地下鉄 

阪東橋駅 

市立大学付属 

市民総合医療センター

庁舎計画地 
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（３）金沢区総合庁舎整備事業 

■ 再整備する施設：総合庁舎（区役所・公会堂・消防署）及び泥亀公園 
■ 施設配置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 泥亀公園の敷地に新しい区役所・消防署を建設、移転します。 
   ② 移転後、現在の区役所・消防署・公会堂を取り壊します。 
   ③ 取り壊した敷地に、新しい公会堂・駐車場・公園を建設します。 

 

 ■ 整備後の庁舎 
     

 

 

 

 

 

 

 

（４）中区庁舎耐震化事業 

■ 耐震化する施設：旧神奈川労働基準局を耐震補強し、中区役所の別館として整備 
■ 施設配置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 区役所に隣接する旧労働基準局を耐震補強し、中区役所の別館として整備します。 
② 分庁舎及び現庁舎の一部を別館へ移転します。 
 

 

 

中土木事務所 

分庁舎

横浜市役所 

横浜公園 

旧労働基準局 

現庁舎 

旧関東財務局 

JR関内駅 

改修後

中土木事務所 

横浜市役所 

横浜公園 

別館 

現庁舎 

旧関東財務局

JR関内駅 

現在 

（３）金沢区総合庁舎整備事業 

（４）中区庁舎耐震化事業 

 平成 28 年２月 

供用開始予定！ 

区役所・消防署 

公会堂・駐車場 

 平成 30 年度 

供用開始予定！ 

敷地北側 

敷地南側

公会堂 

駐車場 公園

区役所

消防署

駐車場 国
道
16
号 

区役所・消防署 

公会堂・駐車場・公園 

再整備後

区役所 

消防署 
公会堂 

公園
駐車場 

駐車場

再整備前 

国
道
16
号 

金沢区総合庁舎完成予想図
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■ 整備後の庁舎 

    歴史的建造物として外観に配慮し、耐震補強材は建物内部に設置します。また、エレベータ

を新設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）緑区総合庁舎耐震化事業 

■ 耐震化・整備する施設：総合庁舎内にあった緑消防署を緑区市民活動支援センターと合築

で旧中山小学校跡地に整備します。消防署の移転後、区役所を耐震補強します。 

■ 施設配置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 区役所に近接する旧中山小学校跡地に緑消防署を新築し、総合庁舎内にある消防署を
移転します。 

② 旧中山小学校跡地に仮設分庁舎を建設し、区役所機能を仮移転しながら、２工期にわけ
て庁舎の耐震補強を進めます。 

 

 ■ 整備後の庁舎 

    耐震補強とあわせて内部改修を行います。また、公会堂にはエレベータを新設します。 

 

緑消防署 

緑消防署 

市活センター 

【緑区総合庁舎】          【旧中山小学校跡地】 

仮設市活センター 

仮設
分庁舎 

（５）緑区総合庁舎耐震化事業 

 平成 28 年５月 

供用開始予定！ 

区役所・公会堂

中区役所別館着工直前の外観写真 

緑区総合庁舎完成予想図 

平成 27 年度中 

耐震補強完了！ 

 平成 27 年５月 

供用開始予定！ 

別館（旧労働基準局）

旧関東財務局 

（文化観光局） 

中区役所 



 

 

 

１ 実施状況 
 ・建替予定の寿町住宅を除き、耐震改修が必要な２０住宅１２２棟について

平成２５年度までに改修を完了しました。 
 ・附帯施設である集会所については、耐震改修が必要な５か所について平成

２７年度の改修完了に向け設計等を進めています。 
 

 

２ 改修対象 

 (1) 市営住宅 

  ・２０住宅１２２棟 

    （上飯田、勝田、白山、生麦、滝頭第二、金沢第二、小菅が谷、滝頭、金沢、 

矢向、小菅が谷第二、野庭、本郷、塩場、南三双、岩井町、瀬戸橋、瀬ケ崎、 

六浦、さかえ ＜着工年度順＞） 

【参考】直接建設型市営住宅 115 住宅（平成 26 年 4 月 1日時点） 

 

 (2) 集会所 

  ・５か所 

（野庭住宅第五、野庭住宅第六、瀬ケ崎住宅、さかえ住宅、上飯田住宅）、 

◆市営住宅の耐震改修事業 

減災対策推進特別委員会資料

平 成 2 6 年 ９ 月 2 2 日

建 築 局
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