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 3.2.8 公共施設等の状況 

   1) 教育機関等 

 調査区域における教育機関等は、表 3.2-15 及び図 3.2-11 に示すとおりです。 

 対象事業実施区域の周辺には、西約 300m に幸ケ谷小学校、北約 400m に神奈川小学校が

あります。 

 なお、西区本町小学校通学区域内のマンションの増加に伴い、「みなとみらい本町小学

校」をみなとみらい線新高島駅近く（みなとみらい 21 地区 57 街区の一部）に設置する計

画があります。 

 

表 3.2-15 教育機関等 

施設 No. 名称 所在地 

幼稚園 

1 一之宮幼稚園 神奈川区入江1-13-16 

2 神奈川幼稚園 神奈川区桐畑17-8 

3 幸ケ谷幼稚園 神奈川区幸ヶ谷2-6 

4 認定こども園捜真幼稚園 神奈川区栗田谷42-43 

5 二本榎幼稚園 神奈川区二本榎9-1 

6 ニューライフ幼稚園 神奈川区白楽109-4 

7 横浜孝道幼稚園 神奈川区鳥越38 

小学校 

8 青木小学校 神奈川区桐畑17 

9 浦島小学校 神奈川区浦島丘16 

10 
神奈川小学校（横浜市立盲特別支援学校弱視通級教室 

神奈川小学校分教室） 
神奈川区東神奈川2-35-1 

11 幸ケ谷小学校 神奈川区幸ケ谷1-1 

12 子安小学校 神奈川区新子安1-24-1 

13 斎藤分小学校 神奈川区斎藤分町34-1 

14 二谷小学校 神奈川区平川町11-1 

15 精華小学校 神奈川区沢渡18 

16 捜真小学校 神奈川区中丸8 

中学校 

17 浦島丘中学校 神奈川区白幡東町27-1 

18 栗田谷中学校 神奈川区栗田谷3-1 

19 神奈川学園中学校 神奈川区沢渡18 

20 捜真女学校中学部 神奈川区中丸8 

高等学校 

21 県立神奈川工業高等学校 神奈川区平川町19-1 

22 県立神奈川総合高等学校 神奈川区平川町19-2 

23 神奈川学園高等学校 神奈川区沢渡18 

24 捜真女学校高等学部 神奈川区中丸8 

大学 
25 神奈川大学 神奈川区六角橋3-27-1 

26 八洲学園大学 西区桜木町7-42 

注）表中のNo.は図 3.2-11に対応します。 

資料：「神奈川県私立学校名簿」（神奈川県県民局ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「横浜市立学校名簿(平成26年8月22日現在)」（横浜市教育委員会ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「神奈川県公立学校名簿」（神奈川県教育委員会ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「神奈川県内の大学情報 神奈川県内大学一覧」（神奈川県政策局ホームページ、平成28年4月閲覧） 
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図 3.2-11 教育機関等 
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   2) 福祉施設等 

 調査区域における福祉施設等は、表 3.2-16 及び図 3.2-12 に示すとおりです。 

 対象事業実施区域の北約 300m には、小鳩保育園・同分園及びエンゼル保育園、西約

200m には、小規模多機能型居宅介護ぼやあ樹ポートサイド、南東約 200m には、YMCA東か

ながわ保育園、サンシティみなとみらい EASTがあります。 
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表 3.2-16 福祉施設等 

施設 No. 名称 所在地 

認可保育所 

1 うちゅう保育園たんまち 神奈川区上反町1-10-5 
2 いずみ反町保育園分園 神奈川区泉町5-106 
3 アイン松本町保育園 神奈川区松本町3-27-8 
4 アイン高島台保育園 神奈川区高島台27-１ 
5 小鳩保育園 神奈川区神奈川2-17-6 
6 小鳩保育園分園 神奈川区神奈川本町7-3 
7 横浜市かながわ保育園 神奈川区東神奈川1-12 
8 メリーポピンズ東神奈川ルーム 神奈川区東神奈川1-14-35 
9 めばえ横浜保育園 神奈川区白楽6-8 
10 いずみ東白楽保育園 神奈川区平川町3-6 
11 グローバルキッズ白楽園 神奈川区六角橋2-9-16 
12 聖徳保育園 神奈川区七島町163 
13 浦島保育園 神奈川区亀住町4-11 
14 白百合乳児保育園 神奈川区亀住町9-5 
15 第二白百合乳児保育園 神奈川区亀住町1-4 
16 YMCA東かながわ保育園 神奈川区橋本町2-5-3 
17 ナーサリー横浜ポートサイド 神奈川区大野町1-25 
18 横浜すきっぷ保育園 神奈川区金港町7-15 
19 エンゼル保育園 神奈川区神奈川本町12-6 
20 たいせつ保育園 神奈川区二ツ谷町6-3 
21 さくら愛児園 西区平沼1-13-22 
22 横浜みなとみらい保育園 西区高島2-7-1 
23 にじいろ保育園みなとみらい 西区みなとみらい4-7 
24 ポピンズナーサリースクールみなとみらい 西区みなとみらい3-5-1 
25 グリーンポート桜木町保育園 西区桜木町7-42 
26 ポピンズナーサリースクール横浜 西区みなとみらい4-3-5 

横浜保育室 

27 こどもの家いずみ保育園 神奈川区反町2-14-1 
28 クルミ保育園 神奈川区高島台18-2 
29 横浜ノーベル保育園 神奈川区西神奈川1-11-3 
30 たいせつ横浜ポートサイド保育園 神奈川区栄町6-1 
31 南幸保育園 西区南幸2-6-2 
32 アミー保育園高島園 西区戸部町7-245-1 
33 みなとみらいくばがさ保育園 西区みなとみらい5-3-3 

認定こども園 34 認定こども園捜真（幼保連携型） 神奈川区栗田谷42-43 

老人福祉施設 

35 老人福祉センターうらしま荘 神奈川区立町20-1 
36 東神奈川高齢者ショートステイセンター若草 神奈川区反町1-7-5 
37 サンシティみなとみらいEAST 神奈川区橋本町2-5-1 
38 小規模多機能型居宅介護ぼやあ樹ポートサイド 神奈川区栄町22-10 
39 小規模多機能型居宅介護ゆたかなビレッジ横浜 神奈川区平川町10-7 
40 小規模多機能 地域の絆横浜 神奈川区松が丘39-7 
41 認知症高齢者グループホーム ゆり苑 神奈川区六角橋1-4-3 
42 認知症高齢者グループホーム 地域の絆横浜 神奈川区松が丘39-7 
43 特別養護老人ホーム 戸部ハマノ愛生園 西区戸部本町50-33 
44 介護老人保健施設 ハートケア横浜 西区高島1-4-18 

障害者福祉施設 

45 小児療育相談センター 神奈川区西神奈川1-9-1 
46 横浜市東部地域療育センター 神奈川区東神奈川1-29 
47 神奈川区福祉活動ホーム 神奈川区立町16-1 
48 たんまち福祉活動ホーム 神奈川区反町1-6-8 
49 横浜東部就労支援センター 神奈川区西神奈川1-1-3 

地域ケアプラザ 
(地域包括 
支援センター) 

50 反町地域ケアプラザ 神奈川区反町1-11-2 
51 六角橋地域ケアプラザ 神奈川区六角橋3-3-13 
52 戸部本町地域ケアプラザ 西区戸部本町50-33 

その他の 
福祉施設 

53 はーと友神奈川 神奈川区反町1-8-4 
54 西区社会福祉協議会 西区高島2-7-1 
55 西区福祉保健活動拠点フクシア 西区高島2-7-1 

注）表中のNo.は図 3.2-12に対応します。 

資料：「ヨコハマはぴねすぽっと」（横浜市こども青少年局ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「高齢者福祉の案内（平成28年4月1日現在）」（横浜市健康福祉局ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「神奈川区区民生活マップ」（横浜市神奈川区ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「西区区民生活マップ」（横浜市西区ホームページ、平成28年4月閲覧）  
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図 3.2-12 福祉施設等 
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   3) 医療機関 

 調査区域における主な医療機関は、表 3.2-17 及び図 3.2-13 に示すとおりです。 

 対象事業実施区域の北約 800m に済生会神奈川県病院があります。 

 

表 3.2-17 主な医療機関 

施設 No. 名称 所在地 

病院 

1 済生会神奈川県病院 神奈川区富家町6-6 

2 横浜逓信病院 神奈川区西神奈川1-13-10 

3 亀田病院 西区御所山町77 

4 松島病院 西区戸部本町19-11 

5 けいゆう病院 西区みなとみらい3-7-3 

6 横浜第一病院 西区高島2-5-15 

注）表中のNo.は図 3.2-13に対応します。 

資料：「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」 

   （横浜市健康福祉局ホームページ、平成28年4月閲覧） 

 

   4) その他の施設 

 調査区域におけるその他の環境の保全について配慮が必要と思われる施設は、表 

3.2-18 及び図 3.2-14 に示すとおりです。 

 

表 3.2-18 その他の施設 

施設 No. 名称 所在地 

図書館 1 神奈川図書館 神奈川区立町20-1 

美術館 
2 横浜美術館 西区みなとみらい3-4-1 

3 そごう美術館 西区高島2-18-1 

注）表中のNo.は図 3.2-14に対応します。 

資料：「横浜市統計書[web版]」 

   （横浜市政策局ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「神奈川区区民生活マップ」（横浜市神奈川区ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「西区区民生活マップ」（横浜市西区ホームページ、平成28年4月閲覧） 

 

   5) 公園・緑地等 

 調査区域の主な公園・緑地は、表 3.2-19 及び図 3.2-15 に示すとおりです。 

 対象事業実施区域の近傍には、街区公園の神奈川台場公園、星野町公園があります。 
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表 3.2-19 主な公園・緑地 

区 種別名称 No. 公園名 面積 

神奈川区 

市有緑地(ha) 1 白幡西緑地 0.7 

緑道(m2) 
2 滝の川せせらぎ緑道  2,653 

3 東横フラワー緑道 14,587 

近隣(m2) 

4 入江町公園 13,041 

5 神奈川公園 14,190 

6 幸ケ谷公園 18,139 

7 沢渡中央公園 15,109 

8 台町公園 11,422 

9 反町公園 24,130 

10 ポートサイド公園 16,487 

街区(m2) 

11 浦島公園  2,066 

12 浦島第二公園  1,421 

13 浦島丘公園  1,424 

14 神奈川台場公園  1,849 

15 神奈川通公園  1,933 

16 神奈川通東公園  1,580 

17 上台町公園  3,733 

18 桐畑公園  1,342 

19 沢渡公園  1,027 

20 白幡西町公園  1,162 

21 新子安もくれん公園  1,062 

22 大安寺公園  1,968 

23 高島山公園  2,784 

24 滝ノ川公園  2,185 

25 立町みはらし公園  6,047 

26 富家町公園  1,519 

27 仲木戸公園  1,004 

28 七島町公園  2,476 

29 西神奈川公園  1,730 

30 白楽公園  1,654 

31 東神奈川公園  2,340 

32 平川町公園  4,694 

33 二ッ谷公園  2,245 

34 星野町公園  4,643 

西区 

近隣(m2) 

35 グランモ－ル公園 23,102 

36 高島水際線公園 13,515 

37 高島中央公園 13,962 

港湾緑地(m2) 
38 国際交流ゾーン 49,875 

39 臨港パーク 78,967 

注1)面積が1000m2未満の街区公園は、省略しています。 

注2)表中のNo.は図 3.2-15に対応します。 

資料：「横浜市の都市公園 データ集」 

   （横浜市環境創造局公園緑地管理課ホームページ、平成28年4月閲覧） 

   「横浜市公演緑地配置図」（横浜市環境創造局、平成23年8月） 

   「横浜港港湾計画資料(その１)改訂」（横浜市港湾管理者、平成26年11月） 
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図 3.2-13 主な医療機関 
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図 3.2-14 その他の施設 
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図 3.2-15 主な公園・緑地 

 

  




