
区名 地図
番号 住宅名 種類

青葉区
66 鴨志田住宅 直接
77 山内住宅 直接
361 トゥエルブ市ケ尾 借上
427 ソレーユ荏子田 借上

旭区

43 ひかりが丘住宅 直接
63 旭グリーンハイツ 直接
88 今宿ハイツ 直接
100 東希望が丘ハイツ 直接
104 グリーンヒル上白根 直接
106 二俣川宮沢住宅 直接
110 中希望が丘ハイツ 直接
116 川井本町住宅 直接
128 笹野台住宅 直接
133 鶴ケ峰南住宅 直接
136 善部町住宅 直接
310 コリン　デ　エスポワール 借上
324 エムケイ・ドリーム笹野台 借上
331 クレール白根 借上
337 ヒルズ東希望が丘 借上
338 ル・グラン下川井 借上
430 ハーヴェストコート 借上
434 ルブワール 借上

泉区

41 上飯田住宅 直接
87 新橋住宅 直接
90 上飯田第二住宅 直接
95 新橋第二住宅 直接
325 セントラルヒルズ壱番館 借上
330 モンティクロ参番館 借上
352 セントラルヒルズ弐番館 借上
353 セントラルヒルズ参番館 借上
415 アルブルⅡ 借上
419 グリーンヒルズ領家 借上
425 ボヌール緑園 借上
445 アルブルⅢ 借上

磯子区

45 洋光台住宅 直接
56 滝頭住宅 直接
58 滝頭第二住宅 直接
65 滝頭第三住宅 直接
67 岡村住宅 直接
71 磯子住宅 直接
89 杉田住宅 直接
315 プラム・ブラッサム池の端 借上
332 ブルックハイツ磯子 借上
347 ディアコート磯子台 借上
360 ハイランド磯子Ⅱ 借上
371 ミュールバッハ上中里 借上
372 エテルニテ（Ｎ） 借上
381 サンテラス洋光台 借上
392 ディライト・ファイブ 借上
407 プレミール新杉田 借上
413 ランドピース根岸 借上
418 アルカサーノ洋光台 借上
435 リバーパーク根岸 借上

神奈川区

59 西台町住宅 直接
78 神大寺ハイツ 直接
85 菅田ハイツ 直接
94 三ツ沢中町ハイツ 直接
111 グリーンヒル三ツ沢 直接
137 栗田谷ヒルズ 直接
305 ラ・クラッセ西寺尾 借上
307 サン・三ツ沢 借上
313 ノースヒルサイドテラス 借上
320 サウスヒルサイドテラス 借上
327 サンガーデン三ツ沢 借上
329 ヒルズ神大寺 借上
339 サンハイム西寺尾 借上
340 松ケ丘レジデンス 借上
341 ウィナス新町 借上
342 カーサ敷島Ⅲ 借上
357 シュガーベル 借上
364 グリーンピア片倉 借上
382 ボスケ・リオ・カーサ 借上
397 フローラ神大寺 借上
400 テラスハウス西大口 借上
402 ドミーイグレックエス 借上
409 ぐうはうす高島台 借上
428 ルグラン２１ 借上
437 カメリア 借上
442 ケーラインセブン 借上
450 リステ羽沢 借上
451 アンソレイユ片倉 借上
452 こまどり 借上
454 ドエルＦ 借上
459 ベルグランデ菅田 借上

金沢区

54 金沢住宅 直接
57 金沢第二住宅 直接
62 金沢第三住宅 直接
79 谷津坂住宅 直接
82 金沢柴町住宅 直接
124 釡利谷東ハイツ 直接
125 富岡西ハイツ 直接
420 サンモール 借上
457 ラマージュ 借上
902 瀬戸橋住宅 改良
903 瀬ケ崎住宅 改良
904 六浦住宅 改良
905 塩場住宅 改良
909 南三双住宅 改良

区名 地図
番号 住宅名 種類

港南区

47 野庭住宅 直接
64 日野住宅 直接
346 メゾンひまわり 借上
359 ワコルダ－ 借上
384 サンヒルズ港南台 借上
411 エルーチェ上大岡 借上
426 ドミール上永谷 借上
456 上大岡Ｓ．Ｋ 借上
466 コンフォート・ハル 借上
851 ヒルトップ洋光台 借上

港北区

73 箕輪住宅 直接
112 日吉本町ハイツ 直接
113 サンヴァリエ日吉 直接
127 大豆戸町住宅 直接
138 南日吉住宅 直接
348 ひかるコート横浜 借上
349 クラドール日吉 借上
356 グランドュ－ル鳥山 借上
373 ロータス綱島 借上
401 シャインヴィラ妙蓮寺 借上
417 エクセルヴィラ妙蓮寺 借上
431 オルミー日吉 借上
438 ルミエール高田 借上
447 ポレポレ・Ｋ 借上
453 グランジュ綱島 借上
468 コンフォール南日吉Ｄ棟 借上
906 さかえ住宅 改良

栄区

46 小菅が谷住宅 直接
49 本郷台住宅 直接
51 小菅が谷第二住宅 直接
398 ラ・ハート横濱本郷台 借上
907 本郷住宅 改良

瀬谷区

60 南台ハイツ 直接
72 橋戸ハイツ 直接
74 橋戸原ハイツ 直接
80 楽老ハイツ 直接
86 瀬谷南住宅 直接
99 阿久和向原住宅 直接
126 三ツ境ハイツ 直接
129 上瀬谷住宅 直接
135 三ツ境南住宅 直接
302 ウインズ瀬戸 借上
316 グリーンヒル　ソウブ 借上
323 パークヒル瀬谷 借上
355 レジデンス紫陽花 借上
403 グランデュールプラザ 借上

都筑区

42 勝田住宅 直接
75 つづきが丘住宅 直接
301 カスタムＡ棟 借上
303 ノーブル弐番館 借上
319 ソレイアードⅢ 借上
374 グレイス仲町台 借上

鶴見区

52 矢向住宅 直接
53 生麦住宅 直接
107 矢向第二住宅 直接
108 梶山住宅 直接
130 駒岡住宅 直接
132 鶴見中央住宅 直接
309 エスポワールＦＲ 借上
317 ウィンドヒル鶴見 借上
362 サンワイズ汐入館 借上
363 サンライフ生麦 借上
375 鶴見イーストリバー 借上
385 アルト生麦 借上
390 コージーハウス潮田 借上
395 ユウユウ・本町 借上
404 ブリッジレジデンス鶴見 借上
436 駒岡・ヒルズ 借上
439 ブリジャンテ北寺尾 借上
444 サザンコート 借上
460 ＴＫＳビル 借上
464 フローリア横浜 借上
465 センターコート潮風 借上
913 鶴見中央住宅 改良

戸塚区

55 名瀬住宅 直接
83 南戸塚住宅 直接
98 吉田町住宅 直接
114 平戸住宅 直接
119 プロムナード矢部 直接
120 名瀬第二住宅 直接
123 戸塚原宿住宅 直接
304 クレスト戸塚 借上
308 Fuji ビューグランドハイツ 借上
321 ベルドミール坂下 借上
333 グリーンファーム秋葉 借上
334 アザレア館 借上
335 サンステージ原宿 借上
354 ボナール戸塚 借上

区名 地図
番号 住宅名 種類

中区

105 不老町住宅 直接
115 ビューコート小港 直接
131 ベイサイド新山下 直接
140 寿町スカイハイツ 直接
306 ベルストーン本牧 借上
311 グリーンハイツ室橋 借上
336 エムズ長者町 借上
343 ドリームタウン山手 借上
365 サンタハウス本牧 借上
366 コーポ元町 借上
367 ヒルサイドシップス 借上
376 サンフラット関内 借上
379 エバーグレイス本牧 借上
386 タウンコート山手 借上
391 セントラルシティ横浜 借上
410 ルミエール本牧 借上
416 アリエスヨコハマ 借上
440 フロレスタ本牧 借上
911 ベイサイド新山下 改良

西区

109 藤棚ハイツ 直接
312 レヂデンス・リバーストーン 借上
322 ルピナス平沼 借上
388 山王メゾン野毛山 借上
393 ひのき館 借上
394 サンパレス横浜 借上
396 ファーロ・ガイ 借上
405 リベルテ横浜 借上
455 サンヴィラージュ横浜 借上
910 尾張屋橋住宅 改良
912 藤棚ハイツ 改良

保土ケ谷区

44 川辺町住宅 直接
61 初音が丘住宅 直接
76 法泉ハイツ 直接
84 西原グリーンハイツ 直接
92 岩井町第二住宅 直接
96 川辺町第二住宅 直接
102 岩崎町住宅 直接
118 霞台グリーンハイツ 直接
134 コンフォール明神台 直接
139 桜ケ丘グリーンハイツ 直接
314 グリーンヴェイル西谷 借上
328 パークハイム星川 借上
370 ミカーサ横浜 借上
378 グレースランド 借上
422 ヒルサイド西谷 借上
424 シャイニング横浜 借上
429 トレジャーハウス 借上
432 ライブリーさくら 借上
441 ニューパース横浜権太坂 借上
446 ヒルズ峰岡 借上
461 ファーストリッチ 借上
467 権太坂スクエア 借上
908 岩井町住宅 改良

緑区

50 白山住宅 直接
69 十日市場第二住宅 直接
70 十日市場駅前住宅 直接
81 三保みどり台住宅 直接
91 三保グリーンハイツ 直接
93 谷津田原ハイツ 直接
97 上の原グリーンハイツ 直接
101 長津田スカイハイツ 直接
103 十日市場ヒルタウン 直接
117 谷津田原第二住宅 直接
121 北八朔住宅 直接
326 サンライズ中山 借上
350 サニーコート弐番館 借上
351 サニーハウス 借上
443 メルクマール敬愛 借上

南区

68 永田山王台住宅 直接
122 清水ヶ丘ハイツ 直接
318 ベルチェ蒔田 借上
344 アイディールⅡ 借上
345 ライトハウス別所 借上
358 ヴィベール横濱 借上
368 レジデンス槇 借上
369 リフレッシュ中村町 借上
377 ＴＫゴーニーナナ 借上
380 ラ・メゾン・ペジブル 借上
383 ワイズ弘明寺 借上
387 フレアコート 借上
389 ケンズ・ハウス 借上
399 アベニュー弘明寺 借上
406 エーデル南 借上
408 セレッサ弘明寺 借上
412 シルク花之木 借上
414 サウスヴィラ横濱 借上
421 ル・パルクメゾン蒔田 借上
423 コンソラール吉野町 借上
433 エクセルハイム清水ケ丘 借上
448 グランドゥール・コート 借上
449 ポルト横浜 借上
458 エトワール大岡 借上
462 サニーコート横浜 借上
463 コンパーニョ紅三 借上
901 中村町住宅 改良
914 中村町南住宅 改良

横浜市営住宅　一覧表

※借上型市営住宅は、借上期間が終了した場合は、他の市営住宅へ転居していただくことになります。
※改良住宅は、住宅地区改良法に基づき建設された住宅で、収入基準が低くなっています。
※今回の募集と関係なく、全ての市営住宅が記載されています。



※今回の募集とは関係なく、全ての市営住宅が記載されています。
※住宅名は裏面をご覧ください。

直接・改良

借上

私鉄・都市高速鉄道・市営地下鉄

凡　例

   140 寿町スカイハイツ


