
区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

1 鶴見区 北寺尾3丁目の一部
住民不在のため、避難の必要なし
※寺尾中学校及び県立三ツ池
　　公園の一部敷地内のみ

2 鶴見区 獅子ケ谷2丁目16、20、23、29、30番地

3 鶴見区 獅子ケ谷2丁目26～28番地

4 鶴見区 獅子ケ谷3丁目13、14、24番地

5 鶴見区 獅子ケ谷3丁目15、16番地

6 神奈川区 菅田町の一部 菅田地区センター 菅田町１７１８－１

7 神奈川区 松見町二丁目の一部
①松見連合町内会館
②松見集会所

①松見町２丁目１２－２
②松見町１丁目１０－１

8 神奈川区 菅田町の一部
①横浜市動物愛護センター ①菅田町７５－４

9 西区 宮崎町4～32の一部 本町小学校 中区花咲町3-86

10 西区
北軽井沢50－1　三菱重工北軽井沢社
宅の一部

軽井沢中学校 北軽井沢24

11 中区
本牧荒井（６０－４、６０－５、７０－５、７
２、７３、７４、１２１－４、１２１－５）

12 中区 根岸加曽台（４－５、４－６）

13 中区

本牧三之谷（３７－１、３８－１３、３８－１
８）
本牧大里町（１６－１１、１６－１２、１６－
１３、１６－２７）

14 中区
矢口台（１４５－１９、１４８－１、１４９、１
７０－４、１７３－８、１７３－９、１７３－１
０、１７４、１７６）

立野小学校 横浜市中区立野76番地

間門小学校 横浜市中区本牧間門２９－１

台風19号に伴う避難勧告対象地域（がけ地）及び避難場所一覧

①獅子ヶ谷自治会館
②市立獅子ケ谷小学校

当初は①を開設、避難人数が
　増加した場合、②を開設します。

①鶴見区獅子ケ谷１-18-53
②鶴見区獅子ケ谷1-19-1



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

15 中区

野毛３丁目（１２７、１２８、１４５－８）
花咲２丁目（７２、７２－１５、７２－１６、７
３、７４、７４－２、７４－４）
花咲３丁目（８４、８４－５）

本町小学校 横浜市中区花咲町３－86

16 南区 南太田2丁目1-45～48、2-1

17 南区 南太田2丁目9-3、5、10-4～6、11-4

18 南区
南太田4丁目16-1、17-4～6、17-8～
10、17-12、18-1、18-3、18-7～9

19 南区
井土ケ谷上町27-14、27-18、28-39～
40、永田南1丁目2-4～5、2-8、2-10、2-
37

20 南区 永田東1丁目19-1～3、19-5

21 南区

八幡町80～81、中村町3-209-1、中村町
4-101-7、302、305、山谷102、102-50、
103、103-6～7、103-19～20、103～50、
104、104-6、104-20～22

中村小学校 中村町4-269-1

22 南区
蒔田町151、161、161-4～5、161-10、
165、166、174

蒔田中学校 花之木町2－45

23 南区 蒔田町935～936、936-12 蒔田小学校 蒔田町1020

24 南区
大岡1丁目6-5～6、6-16、6-21～23、6-
36、6-38

25 南区
大岡1丁目17-12、17-16、17-24、18-
18、18-20、18-26、18-27、19-5～6、19-
8～12、20-14～16、20-18、20-21

26 南区 別所５丁目1-9～19、1-48、2-1～2、2-5

27 南区 別所４丁目3-5、3-8～9

28 南区
六ツ川１丁目308-13、311、314、314-3
～5、316、318、永田山王台4-1、4-3

六ッ川小学校 六ッ川3-4-12

29 南区
堀ノ内町２丁目235、242、242-14、243、
246、260、263、264-25

蒔田小学校 蒔田町1020

南太田小学校 南太田１-17-1

井土ヶ谷小学校 井土ヶ谷上町2-1

南ヶ丘中学校

大岡小学校 大橋町3-49

別所3-6-1



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

30 南区 大岡一丁目 大岡小学校 大橋町3-49

31 港南区 港南台三丁目(港南台中央公園近隣) 港南台第三小学校 港南区港南台２丁目１４−１

32 港南区 日野八丁目３番近隣 日野小学校 港南区日野７丁目１１−１

33 港南区 笹下三丁目(日下小学校東北側高台近隣日下小学校 港南区笹下３丁目９−１

34 保土ケ谷区 西谷町の一部

35 保土ケ谷区 上菅田町の一部

36 保土ケ谷区 星川一丁目の一部 星川一丁目自治会館 星川1-6

37 保土ケ谷区 法泉三丁目の一部 法泉境木自治会館 法泉3-1-12

38 保土ケ谷区 坂本町の一部 坂本町内会館 坂本町125-1

39 旭区 上白根町1139、1141、1144 四季の森小学校 上白根町９０１

40 磯子区 上中里町の一部 上笹下地域ケアプラザ 磯子区氷取沢町６０－１７

41 磯子区

42 磯子区

43 磯子区

44 磯子区

西谷地区センター 西谷町918

洋光台第4小学校 磯子区洋光台６－６－１

氷取沢町内会館 氷取沢町２２１

峰町の一部

氷取沢町の一部



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

45 磯子区

46 磯子区 氷取沢町の一部
氷取沢町内会館
興人磯子台ﾏﾝｼｮﾝ管理棟

氷取沢町２２１
氷取沢町２０４－４０

47 磯子区 岡村六丁目の一部 泉谷自治会館 磯子区岡村７－１４７１－７

48 磯子区 滝頭一丁目の一部
滝頭第一自治会館
丸山第三自治会館

滝頭１－３－４２
丸山１－２７－２７

49 金沢区 昭和町2557-1

50 金沢区 富岡東四丁目5番40～48号

51 金沢区 富岡西三丁目15番

52 金沢区
富岡西七丁目3番30～46号、6、7番、8
番1～3号、38番B棟、38番1～3号、41番
1号

53 金沢区 長浜107番地8

54 金沢区 能見台東13番1，6号

55 金沢区 能見台二丁目29番地

56 金沢区 能見台一丁目34番地

57 金沢区

58 金沢区

59 金沢区

60 金沢区

富岡西七丁目13-１

西柴一丁目23-１

能見台六丁目３-１

釜利谷東二丁目12-１

釜利谷東六丁目37-１

釜利谷西四丁目19-１

六浦三丁目11-１

六浦南三丁目22-１

東朝比奈二丁目53-１

六浦五丁目20-２

六浦東一丁目50-１

能見台六丁目1，2，5番地、釜利谷東三
丁目26番、29番3，4号
釜利谷東四丁目12番、13番1～8号

西柴二丁目12、16番、
17番25号、29、30番、
31番Ｆ、Ｇ号、32番

富岡小学校

西柴中学校

能見台南小学校

釜利谷東小学校

釜利谷小学校

釜利谷西小学校

六浦小学校

六浦南小学校

朝比奈小学校

六浦地区センター

関東学院大学ベンネットホール



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

61 金沢区

62 金沢区

63 金沢区 釜利谷東三丁目11番1～13号

64 金沢区 釜利谷東三丁目3番20～24号

65 金沢区 釜利谷東三丁目26番1号

66 金沢区 釜利谷町3058番地、3076番地

67 金沢区
釜利谷東四丁目10番21～41号、11番
19，27号、13番、14番2，5号、17番2～12
号

68 金沢区 釜利谷東五丁目12，13番

69 金沢区

70 金沢区

71 金沢区
釜利谷南一丁目4番15～29号、5番3号、
釜利谷南二丁目3番12～26号

72 金沢区 釜利谷南四丁目28番Ｄ，Ｅ号

73 金沢区

74 金沢区

75 金沢区

釜利谷南一丁目1番8，10号、3番Ａ～Ｄ
号、釜利谷東7丁目1番

金沢町212番地

釜利谷東五丁目15番、釜利谷西三丁目
36，37番、釜利谷西四丁目3～5番、6番
22号、7番20～25号、8番



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

76 金沢区

77 金沢区

78 金沢区

79 金沢区 釜利谷町3140番地1

80 金沢区

81 金沢区

82 金沢区 大川3番

83 金沢区 六浦二丁目10番1～4号

84 金沢区 六浦三丁目41番12，17号

85 金沢区
六浦東一丁目30番7～73号、31番13号、
32番1～10号

86 金沢区 六浦南二丁目7，10，11，14，18，19番

87 金沢区

88 金沢区

89 金沢区

90 金沢区 六浦五丁目9，10番

大川7番9，11号、六浦二丁目10，11，13
番

釜利谷町3058番地、3076番地

六浦南三丁目23番、24番7～11号、六浦
南四丁目20番2、3，4号棟



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

91 金沢区 六浦三丁目29番、大道一丁目14～22番

92 金沢区
大道二丁目10番1，5，29，30号、11番、
12番13～37号、東朝比奈一丁目50番1
～8号

93 金沢区

94 金沢区

95 金沢区

96 金沢区

97 金沢区

98 金沢区

99 金沢区

100 金沢区

101 金沢区

102 金沢区

103 金沢区

104 金沢区 東朝比奈三丁目15番

105 金沢区

朝比奈町21,111,202番地1、208、
226,231番地、232番地1、245、264、
398、407、414、415、417、439、440、
457、465、467番地、538～540番地、東
朝比奈三丁目16番Ａ棟

朝比奈町21,111,202番地1、208、
226,231番地、232番地1、245、264、
398、407、414、415、417、439、440、
457、465、467番地、538～540番地、東
朝比奈三丁目16番Ａ棟

朝比奈町146、148番地、148番地１、151
番地１

東朝比奈一丁目16番1～9号、18番、東
朝比奈三丁目4番1～8号、大道二丁目
22番1，2－1，3－1，4－1，5－1，6－1，
7－1号、16～77号、27番



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

106 金沢区 野島町6，7，22，23，24番

107 金沢区 東朝比奈三丁目7番1～8号

108 港北区 綱島台の一部 北綱島小学校 横浜市港北区綱島西5-14-40

109 港北区

110 港北区

111 港北区 大倉山一丁目の一部

112 港北区 大倉山二丁目の一部

113 港北区 大豆戸町の一部 菊名小学校
横浜市港北区菊名５－１８－
１

114 港北区 新吉田町の一部 新田小学校
横浜市港北区新吉田町３２２
６番地

115 緑区

116 緑区

117 緑区

118 緑区 新治町998番付近の一部 指定なし 指定なし

119 緑区

霧が丘2丁目3番地９、３番地10、3番地
13、４番地１、４番地２、４番地12、４番地
16、4番地17、４番地19、４番地22、４番
地23、４番地24、４番地25

霧の里
（前霧が丘第三小学校）

霧が丘３－２３

120 緑区 長津田町5125番地１ 指定なし 指定なし

鴨居中学校

大曽根小学校

鴨居５－１２－３５

白山3丁目2番１号、2番17号、3番（ただ
し３番12号を除く）、4番、6番25号、7番、
8番、9番２号、9番３号、9番4号、9番7
号、9番9号、9番10号、9番11号、9番12
号、9番14号、9番15号、9番16号、9番17
号、9番17号３、9番18号の一部、9番19
号の一部、9番20号、17番
白山４丁目41番

横浜市港北区大曽根 2-31-1

大綱小学校
横浜市港北区大倉山４－２－
１

大曽根台の一部



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

121 緑区 長津田町4259番地 指定なし 指定なし

122 緑区
新治町762番地、768番地、三保町1369
番地１、三保町1370番地10及び梅田川
一本橋周辺地域

三保町自治会館 三保町2570－２０

123 緑区

124 緑区

125 緑区

126 青葉区 元石川町の一部 元石川小学校 青葉区美しが丘4-31-1

127 青葉区

128 青葉区

129 青葉区 奈良町の一部

130 青葉区 つつじが丘の一部 つつじが丘小学校 青葉区つつじが丘34

131 青葉区

132 青葉区

133 青葉区

134 青葉区 あかね台中学校 青葉区あかね台2-8-2

135 都筑区 東山田町の一部 東山田町公民館 東山田町1300番地

三保町945番11付近 三保町自治会館 三保町2570－２０

恩田町の一部

田奈小学校 青葉区田奈町51-13

鴨志田町の一部

奈良中学校 青葉区すみよし台36-3



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

136 戸塚区 戸塚町1822 南戸塚中学校 戸塚町1842-1

137 戸塚区 下倉田町1627

138 戸塚区 下倉田町1580

139 戸塚区 下倉田町1771

140 戸塚区 小雀町1709

141 戸塚区 小雀町1767

142 戸塚区 小雀町468周辺

143 戸塚区 小雀町353

144 戸塚区 小雀町31

145 戸塚区 小雀町91周辺

146 戸塚区 深谷町709 大正小学校 原宿四丁目17-1

147 戸塚区 吉田町1545 舞岡地区センター 舞岡町3020

148 戸塚区 川上町866

149 戸塚区 川上町799-2

150 戸塚区 舞岡町3123

豊田中学校 下倉田町950

小雀小学校 小雀町1845

川上北小学校 川上町63-1 



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

151 戸塚区 舞岡町1192

152 戸塚区 舞岡町469

153 戸塚区 戸塚町3122-4 南戸塚小学校 戸塚町2790-3 

154 戸塚区 下倉田町1575-10 豊田中学校 下倉田町950

155 戸塚区 品濃町1588周辺

156 戸塚区 品濃町1622周辺

157 戸塚区 吉田町1545

158 戸塚区 吉田町1667

159 戸塚区 上矢部町1021-1 上矢部小学校 上矢部町1463-4

160 戸塚区 矢部町1677-8 矢部小学校 矢部町1698

161 栄区 桜井小学校 上郷町242-2

162 栄区

163 栄区

164 栄区

165 栄区

舞岡地区センター 舞岡町3020

舞岡地区センター 舞岡町3020

東品濃小学校 品濃町559



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

166 栄区

167 栄区

168 栄区

169 栄区

170 栄区

171 栄区

172 栄区

173 栄区

174 栄区

175 栄区

176 栄区 庄戸中学校 庄戸三丁目1－1

177 栄区

178 栄区

179 栄区

180 栄区

上郷町の一部

庄戸小学校 庄戸一丁目15－1



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

181 栄区

182 栄区

183 栄区

184 栄区

185 栄区

186 栄区 東上郷町の一部 庄戸小学校 庄戸一丁目15－1

187 栄区

188 栄区

189 栄区

190 栄区

191 栄区

192 栄区 犬山町の一部 上郷小学校 犬山町6－1

193 栄区

194 栄区

195 栄区

庄戸五丁目の一部

長倉町の一部

公田町の一部 公田小学校 公田町354－3

庄戸中学校 庄戸三丁目1－1

旧野七里小学校 野七里二丁目3－1



区名 対象地域 避難場所名 避難場所住所

196 栄区

197 栄区 中野町の一部 本郷小学校 中野町16－1

198 栄区 長尾台町の一部 千秀小学校 田谷町1832

199 栄区 飯島町の一部 飯島小学校 飯島町771-2

200 栄区

201 栄区

202 泉区 新橋町の一部 新橋小学校 泉区新橋町909番地

小菅ケ谷三丁目の一部 本郷台小学校 本郷台一丁目6-1


