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3.3.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住

宅の配置の概況 

環境の保全についての配慮が特に必要な施設（以下、「配慮が特に必要な施設」といいます。）

として、教育機関等、医療機関等、官公庁等、福祉施設等、その他の市民利用施設等及び公園・

緑地等があげられます。調査区域における配慮が特に必要な施設は、表 3.3-16、及び図 3.3-13

に示すとおりです。 

住宅地については、主に対象事業実施区域の東側地域に細谷戸団地が、西から南西側地域に

は上瀬谷町、竹村町、中屋敷の集落が立地しています。（土地利用現況図は前掲図 3.3-1（p.3-

108）、用途地域は前掲図 3.3-5（p.3-112）参照） 

 

（1）主な教育機関等 

調査区域内においては、保育所・幼稚園が 64 施設、小学校が 10 校、中学校が３校、高等学

校が４校、特別支援学校が６校、専修学校が２校存在しています。このうち、対象事業実施区

域内においては、「ネスト瀬谷（S15）」、「横浜市立瀬谷中学校（S39）」があります。 

 

（2）主な医療機関等 

調査区域内においては、主な医療機関が 9施設存在します。 

 

（3）主な官公庁等 

調査区域内においては、区役所が１施設、市役所が１施設、市役所の連絡施設が 1 施設、警

察署が２施設、消防署等が４施設、郵便局が 11施設存在しています。また、対象事業実施区域

内には「中瀬谷消防出張所（S04）」が存在しています。 

 

（4）主な福祉施設等 

調査区域内においては福祉施設が 57施設存在し、対象事業実施区域内には小規模多機能型居

宅介護である「小規模多機能ホーム あんのん（S25）」が、対象事業実施区域周辺においては、

特別養護老人ホームである「ファミリーイン瀬谷（S02）」、介護老人保健施設である「ハートフ

ル瀬谷（S06）」、認知症高齢者グループホームである「グループホーム こころ（S10）」、「特定

非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷（S12）」が存在しています。 

 

（5）その他の市民利用施設等 

調査区域内においては、各地区センターやコミュニティハウス、図書館等の市民利用施設が

20施設存在し、対象事業実施区域周辺には「瀬谷図書館（S01）」、「中屋敷地区センター（S03）」

及び「まるたのしろ瀬谷（中央公園内）（S07）」が存在しています。 
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（6）主な公園・緑地等 

調査区域内においては、主な公園・緑地等が 102 施設存在しています。対象事業実施区域周

辺においては、「瀬谷中央公園（S03）」、「瀬谷駅北口公園（S19）」、「中屋敷三丁目公園（S24）」、

「本郷三丁目公園（S31）」、「本郷四丁目公園（S32）」、「本郷四丁目第二公園（S33）」等が存在し

ています。 

また、調査区域内には「緑の環境をつくり育てる条例」に基づく「瀬谷市民の森（S40）」、「追

分市民の森（A09）」、「上川井市民の森（A10）」が存在しています。 

 

表 3.3-16(1) 配慮が特に必要な施設（教育機関等） 

行政 

区分 
種類 No. 名称 住所 

瀬谷区 

保育所 

・ 

幼稚園 

S01 横浜市瀬谷第二保育園 瀬谷三丁目 18-2 

S02 横浜市中屋敷保育園 中屋敷二丁目 29-2 

S03 横浜市二ツ橋保育園 二ツ橋町 527-2 

S04 横浜市細谷戸保育園注１ 瀬谷町 5945 

S05 シャローム三育保育園 二ツ橋町 469 

S06 瀬谷中央保育園 橋戸一丁目 35-28 

S07 ティンクル瀬谷保育園 瀬谷四丁目 25-2 

S08 ゆたか保育園 瀬谷一丁目 1-3 

S09 鳩の森愛の詩瀬谷保育園 二ツ橋町 83-3 

S10 ココファン・ナーサリー二ツ橋 二ツ橋町 351-3 

S11 第二瀬谷愛児園 中央二丁目 2 第五白鳳ビル 

S12 瀬谷愛児園 相沢七丁目 23-1 

S13 GENKIDS 瀬谷保育園 中央一丁目 4 スマイルストリート瀬谷 3階 

S14 キッズパオ三ツ境あおぞら園 二ツ橋町 309 

S15 ネスト瀬谷 中央六丁目 15 

S16 ネストぽぽ 瀬谷三丁目 10-5 

S17 はぐ＠ねすと 三ツ境五丁目 14 ラフィネエスパース 303 

S18 てぃんく２＠ねすと 瀬谷四丁目 5-32 

S19 ネストうーたん 瀬谷三丁目 9-20 パ-ルホ-ム瀬谷 1階 

S20 
認定こども園 あづまの幼稚園・ 

あづまのナーサリー 
東野台 38 

S21 認定こども園二ツ橋あいりん幼稚園 二ツ橋町 144 

S22 保育室「ネスト」 三ツ境五丁目 5グレ-トヒル三ツ境 

S23 NPO法人 ちびっこハウス 三ツ境 24-8 

S24 保育ルーム「ばおばぶ」 三ツ境 10-6 

S25 フルまるからむ 瀬谷 1-13-9 

S26 
ベストキッズ瀬谷保育園(企業主導型保育

事業) 
瀬谷二丁目 47-17 桜井貸店舗 1F 

S27 
池部小児科・アレルギー科 

「病児保育室亀の子ハウス」 
三ツ境 21-10 サニーハイツ三ツ境 2階 

S28 保育ルーム「くくる」 瀬谷三丁目 9-20 

S29 相沢幼稚園 相沢二丁目 42-2 

S30 瀬谷幼稚園 南台一丁目 30-6 

S31 三ツ境幼稚園 三ツ境 104-3 

S32 ゆたか幼稚園 瀬谷一丁目 1-1 

S33 横浜さがみ幼稚園 瀬谷四丁目 26-3 

小学校 

S34 横浜市立瀬谷小学校 相沢四丁目 1-1 

S35 横浜市立上瀬谷小学校 瀬谷町 7140 

S36 横浜市立二つ橋小学校 二ツ橋町 507 

S37 横浜市立相沢小学校 相沢二丁目 56-1 
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表 3.3-16(2) 配慮が特に必要な施設（教育機関等） 

行政 

区分 
種類 No. 名称 住所 

瀬谷区 

小学校 S38 横浜市立大門小学校 本郷三丁目 47-5 

中学校 

 

S39 横浜市立瀬谷中学校 中央五丁目 41 

S40 横浜市立東野中学校 東野 130 

高等学校 

 

S41 神奈川県立瀬谷高等学校 東野台 29-1 

S42 神奈川県立瀬谷西高等学校 中屋敷二丁目 2-5 

特別支援学

校 

S43 神奈川県立瀬谷養護学校 竹村町 28-1 

S44 神奈川県立三ツ境養護学校 二ツ橋町 468 

S45 横浜市立二つ橋高等特別支援学校 二ツ橋町 470 

S46 三ツ境養護学校瀬谷西分教室 中屋敷二丁目 2-5 

旭区 

保育所 

・ 

幼稚園 

A01 三ツ境たんぽぽ保育園 笹野台二丁目 9-28 

A02 とこちゃん☆みっつ保育園 笹野台一丁目 1-43 第二廣島ビル 601 

A03 上川井幼稚園 上川井町 1212-6 

A04 プレスクール若葉幼稚園 若葉台二丁目 9-2 

小学校 
A05 横浜市立上川井小学校 上川井町 2913 

A06 横浜三育小学校 上川井町 1985 

特別支援 

学校 
A07 横浜市立若葉台特別支援学校 若葉台二丁目 1-1 

大和市 

保育所 

・ 

幼稚園 

Y01 めばえ保育園 中央一丁目 1-12 

Y02 Happy Wonders International School 中央一丁目 7-32 NT ハイム 

Y03 保育ルームおつきさま 大和南一丁目 13-9 飯間ハイツ 1F 

Y04 ヤマト保育園 深見台一丁目 2－8 

Y05 木の子保育園 下鶴間 1816-1 

Y06 保育園おひさまのほっぺ 下鶴間 2748-2 

Y07 アスク大和東保育園 大和東二丁目 7-11 

Y08 深見台保育園 深見台四丁目 10-23 

Y09 さなぎっこ保育園 大和東三丁目 7-2 

Y10 大和オハナ保育園 大和東一丁目 6-7 2F 

Y11 パレット保育園・大和 大和東一丁目 7-22 1F～3F 

Y12 とこちゃん保育園 大和南一丁目 16-25 

Y13 アスク大和南保育園 大和南二丁目 2-9 

Y14 アスク大和保育園 中央一丁目 4-19 2F 

Y15 大和深見台雲母保育園 深見台一丁目 7-2 

Y16 キンダーガーデンやまと 中央六丁目 1-5 

Y17 よつばベビーななせ 大和東三丁目 15-5 

Y18 大和 YMCA保育園 大和東三丁目 3-16 

Y19 ぽとふ大和 中央二丁目 6-17 

Y20 ぽとふ大和 第 2 中央二丁目 6-17 2F 

Y21 とこちゃん のりまき保育園 中央一丁目 3-8 

Y22 とこちゃん おだんご保育園 中央一丁目 3-8 

Y23 大和小鳩幼稚園 大和南二丁目 5-19 

Y24 大和山王幼稚園 下鶴間 2919 

Y25 ふかみ幼稚園 深見東三丁目 5-16 

Y26 大和幼稚園 大和東一丁目 7-16 

Y27 大和市屋内こども広場 保育室 大和南一丁目 8-1 

小学校 

Y28 大和市立大和小学校 深見西八丁目 7-1 

Y29 大和市立深見小学校 深見台二丁目 9-1 

Y30 大和市立大和東小学校 深見 1805 

中学校 Y31 大和市立光丘中学校 大和南二丁目 11-1 

高等学校 
Y32 神奈川県立大和東高等学校 深見 1760 

Y33 柏木学園高等学校 深見西四丁目 4-22 

特別支援学

校 
Y34 

瀬谷養護学校大和東分教室 深見 1760 
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表 3.3-16(3) 配慮が特に必要な施設（教育機関等） 

行政 

区分 
種類 No. 名称 住所 

大和市 専修学校 
Y35 大和商業高等専修学校 深見東一丁目 1-9 

Y36 柏木実業専門学校 深見東一丁目 1-9 

注１：横浜市細谷戸保育園は令和２年度に民間移管予定です。 
注２：表中の No.は図 3.1-13(1)に示す番号と対応しています。 
資料：「保育所・保育施設検索」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「病児保育・病後児保育のご案内（令和２年４月版）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「乳幼児一時預かり事業」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「幼稚園・認定こども園一覧」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「横浜市立学校名簿（平成 31年４月１日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「大和市内の私設保育施設（認可外保育施設）」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「大和市保育所等一覧(受入可能児童数)」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「大和市内の幼稚園・認定こども園一覧」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「神奈川県公立学校名簿」（神奈川県ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「神奈川県私立学校名簿」（神奈川県ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「県内大学一覧」（神奈川県ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「町田市 2020年度入園のしおり」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「町田市立幼稚園等一覧表（2019年５月１日現在）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「認可外保育施設名簿」（令和２年４月１日現在届出済施設） 
（東京都福祉保健局ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「東京都公立学校一覧（令和元年５月１日現在）」（東京都教育委員会ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「東京都私立学校一覧」（東京都ホームページ 令和２年５月閲覧） 

 

表 3.3-16(4) 配慮が特に必要な施設（主な医療機関等） 

行政区分 No. 施設名 所在地 

瀬谷区 

S01 医療法人社団美里会瀬谷ふたつ橋病院 瀬谷 1-29-1 

S02 横浜甦生病院 瀬谷 4-30-30 

S03 医療法人産育会堀病院 二ツ橋町 292 

S04 医療法人愛生会三ツ境病院 三ツ境 23-8 

旭区 
A01 赤枝病院 上川井町 578-2 

A02 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 矢指町 1197-1 

大和市 

Y01 大和市立病院  深見西 8-3-6  

Y02 医療法人正史会大和病院  深見西 3-2-37  

Y03 医療法人徳洲会大和徳洲会病院  中央 4-4-12  

注１：表中の No.は図 3.1-13(2)に示す番号と対応しています。 
資料：「医療機関名簿（病院・救急診療所・休日急患診療所・療養病床を有する診療所）」 

（神奈川県健康医療局 保健医療部医療課 平成 31年４月） 
「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」 
（横浜市健康福祉局健康安全部医療安全課 令和２年３月 26日） 
「市内の病院一覧」「市内の有床診療所一覧」（町田市医師会ホームページ 平成 31年４月 18日） 
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図 3.3-13(1) 配慮が特に必要な施設の分布状況（主な教育機関等）  

注１：図中の番号は、表 3.3-16(1)～(3)に示す No.と対応しています。 
注２：図に示す情報の出典は、表 3.3-16(1)～(3)と同様です。 
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図 3.3-13(2) 配慮が特に必要な施設の分布状況（主な医療機関等） 

注１：図中の番号は、表 3.3-16(4)に示す No.と対応しています。 
資料：「医療機関名簿（病院・救急診療所・休日急患診療所・療養病床を有する診療所）」 

（神奈川県健康医療局 保健医療部医療課 平成 31年４月） 
「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」（横浜市健康福祉局健康安全部医療安全課 令和２年３月 26日） 
「市内の病院一覧」「市内の有床診療所一覧」（町田市医師会ホームページ 平成 31年４月 18日） 
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表 3.3-16(5) 配慮が特に必要な施設（主な官公庁等） 

行政区分 種類 No. 名称 所在地 

瀬谷区 区役所 S01 瀬谷区役所 二ツ橋町 190番地 

警察署 S02 瀬谷警察署 二ツ橋町 213番地 1 

消防署 S03 中瀬谷消防出張所 中屋敷二丁目 16-15 

S04 中瀬谷消防出張所 中屋敷二丁目 16番地 15 

郵便局 S05 瀬谷郵便局 瀬谷 4-45-10 

S06 三ツ境駅北口郵便局 三ツ境 5-35 

S07 横浜卸本町簡易郵便局 卸本町 9308-19 

S08 横浜瀬谷北郵便局 相沢 1-5-6 

S09 横浜細谷戸郵便局 相沢 6-18-10 

S10 横浜本郷原郵便局 本郷 2-41-5 

S11 横浜三ツ境郵便局 三ツ境 16-1 

旭区 消防署 A01 若葉台消防出張所 若葉台三丁目 1-1 

大和市 市役所 Y01 大和市役所 下鶴間 1-1-1 

Y02 大和市役所大和連絡所 大和南一丁目 8-1 

警察署 Y03 大和警察署 中央 5-15-4 

消防署等 Y04 大和市消防署 深見西四丁目 4番 6号 

郵便局 Y05 大和郵便局 深見西 3-1-29 

Y06 南大和郵便局 大和南 1-8-1 

Y07 大和下鶴間郵便局 下鶴間 2773-6 

Y08 大和中央一郵便局 中央 1-6-15 

注１：表中の No.は図 3.1-13(3)に示す番号と対応しています。 
資料：「2020年度版 横浜市暮らしのガイド」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「大和市市民便利帳 2020･2021年度版」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「町田市わたしの便利帳（2020年１月発行版）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「郵便局・ＡＴＭをさがす」（日本郵政グループホームページ 令和２年５月閲覧） 

「横浜市内の消防署」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「大和市消防本部」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「各消防署・方面本部一覧」（東京消防庁ホームページ 令和２年５月閲覧） 

 

表 3.3-16(6) 配慮が特に必要な施設（主な福祉施設等） 

行政 

区分 
種類 No. 名称 所在地 

瀬 

谷 

区 

特別養護老人ホーム S01 ひだまり館 二ツ橋町 283-1 

S02 ファミリーイン瀬谷 中屋敷三丁目 11-1 

S03 愛成苑 瀬谷町 4131-16 

S04 ラペ瀬谷 目黒町 21-10 

軽費老人ホーム S05 東野園 東野台 26 

介護老人保健施設 S06 ハートフル瀬谷 中屋敷二丁目 2-1 

介護療養型医療施設 S07 三ツ境病院 三ツ境 23-8 

認知症高齢者 

グループホーム 

S08 グループホーム 泉の郷本郷 本郷一丁目 55-1 

S09 サロン・ド・せや 中屋敷一丁目 37-8 

S10 グループホーム こころ 本郷三丁目 25-1 

S11 グループホーム ソラスト 瀬谷 本郷三丁目 49-1 

S12 特定非営利活動法人 ふるさとホーム瀬谷 相沢四丁目 10-36 

S13 サンライズ・ホーム瀬谷市民の森 瀬谷町 5631-1 

S14 グループホーム みんなの家 横浜瀬谷 中屋敷二丁目 6-15 

S15 グループホーム みんなの家 横浜上瀬谷 上瀬谷町 56-4 

S16 グループホーム きずな 東野台 40 

S17 ニチイケアセンター横浜瀬谷 本郷三丁目 63-5 

介護付有料老人ホーム等 S18 サンライズ･ヴィラ瀬谷 相沢七丁目 9-2 

S19 すいとぴー三ツ境 瀬谷一丁目 23-4 

S20 リアンレーヴ横浜瀬谷 瀬谷五丁目 34-3 
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表 3.3-16(7) 配慮が特に必要な施設（主な福祉施設等） 

行政 

区分 
種類 No. 名称 所在地 

瀬 

谷 

区 

住宅型有料老人ホーム 

 

S21 アシステッド・ナーシング輝の杜 五貫目町 10-38 

S22 
住宅型有料老人ホーム フォンテーヌ横浜町

田壱番館 

五貫目町 18-19 

S23 
住宅型有料老人ホーム フォンテーヌ横浜町

田弐番館 

五貫目町 18-1 

小規模多機能型居宅介護 

S24 六丁目のつどい 瀬谷六丁目 16-11 

S25 小規模多機能ホーム あんのん 本郷三丁目 1-17 

S26 小規模多機能型居宅介護事業所 アカシア 本郷一丁目 14-13 

S27 咲くや愛成 相沢七丁目 13 

地域ケアプラザ S28 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 中屋敷二丁目 18-6 

S29 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ 二ツ橋町 469 

S30 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 二ツ橋町 83-４ 

社会福祉協議会 S31 瀬谷区社会福祉協議会 二ツ橋町 469 

地域子育て支援拠点 S32 にこてらす 二ツ橋町 469 

旭 

区 

特別養護老人ホーム 

 

A01 あだちホーム 上川井町 2287 

A02 シャローム横浜 上川井町 1988 

A03 サニーヒル横浜 上川井町 426 

ケアハウス A04 シャローム桜山 上川井町 1988 

介護老人保健施設 A05 グリーンリーブズ赤枝 上川井町 2694-7 

認知症高齢者  

グループホーム 

A06 グループホーム あかね 上川井町 2269 

A07 青い空と緑の大地 上川井町 2911-5 

A12 グループホーム つどい 下川井町 2218-25 

介護付有料老人ホーム等 A08 トレクォーレ横浜 若葉台 若葉台四丁目 36-1 

住宅型有料老人ホーム A09 ミニハウス オレンジヒルズ 上川井町 2694-15 

地域ケアプラザ A10 横浜市笹野台地域ケアプラザ 笹野台二丁目 32-1 

大 

和 

市 

特別養護老人ホーム 

（介護付有料老人ホーム） 

Y01 グランダ鶴間・大和 下鶴間二丁目 3-41 

Y02 そんぽの家つきみ野 つきみ野一丁目 5-3 

Y03 ベルビルガーデンやまと 深見 713-2 

Y04 ホームステーションらいふ大和 深見東一丁目 4-10 

介護老人福祉施設 Y05 ル・リアンふかみ 深見 2106-1 

介護老人保健施設 Y06 介護老人保健施設 葵の園・大和 深見台 1-7-33 

小規模多機能型居宅介護 Y07 花織やまと 下鶴間 2973-2 

Y08 ヴィラ愛成 大和東一丁目 13-17 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
Y09 特別養護老人ホーム 晃風園ぬくもり 深見 1736-2 

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 

Y10 花物語やまと 下鶴間 2973-2 

Y11 グループホーム晃風園 深見東三丁目 2-5 

Y12 グループホームすみれの家 深見台一丁目 10-15 

Y08 ヴィラ愛成 大和東一丁目 13-17 

Y13 大和 YMCAグループホーム 大和東三丁目 3-16 

Y14 ニチイケアセンター 大和南 大和南 2-8-19 

町田

市 

認知症高齢者グループホーム 
MC01 花物語まちだ南 鶴間六丁目 18-40 

注１：表中の No.は図 3.1-13(4)に示す番号と対応しています。 
資料：「高齢者福祉保健施設（令和２年４月１日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「地域ケアプラザ紹介」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「大和市_介護サービス事業所一覧、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所一覧 

（令和元年６月１日現在）」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「社会福祉施設等一覧」（東京都福祉局ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「地域子育て支援拠点」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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図 3.3-13(3) 配慮が特に必要な施設の分布状況（主な官公庁等） 

注１：図中の番号は表 3.3-16(5)に示す No.と対応しています。 
資料：「2020年度版 横浜市暮らしのガイド」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「大和市市民便利帳 2020･2021年度版」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「町田市わたしの便利帳（2020年１月発行版）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「郵便局・ＡＴＭをさがす」（日本郵政グループホームページ 令和２年５月閲覧） 
「横浜市内の消防署」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「大和市消防本部」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「各消防署・方面本部一覧」（東京消防庁ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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図 3.3-13(4) 配慮が特に必要な施設の分布状況（主な福祉施設等） 

注１：図中の番号は表 3.3-16(6)～(7)に示す No.と対応しています。 
資料：「高齢者福祉保健施設（令和２年４月１日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「地域ケアプラザ紹介」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「大和市_介護サービス事業所一覧、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所一覧（令和元年６月１日現在）」 
（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧）「社会福祉施設等一覧」（東京都福祉局ホームページ 令和２年５月閲覧） 
「地域子育て支援拠点」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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表 3.3-16(8) 配慮が特に必要な施設（その他の主な市民利用施設等） 

行政 

区分 
施設 No. 名称 所在地 

瀬谷区 

図書館 S01 瀬谷図書館 本郷三丁目 22-1 

地区センター S02 瀬谷地区センター 瀬谷三丁目-18-1 

S03 中屋敷地区センター 中屋敷二丁目 18-6 

文化施設 S04 瀬谷公会堂 二ツ橋町 190 

コミュニティハウス S05 東野コミュニティハウス 東野 130 

市民活動支援センター S06 瀬谷区民活動センター 二ツ橋町 469 

その他 S07 まるたのしろ瀬谷（中央公園内） 本郷二丁目 28-4 

旭区 コミュニティハウス A01 横浜わかば学園コミュニティハウス 若葉台二丁目 1-1 

大和市 

図書館 Y01 大和市立図書館 大和南一丁目 8-1 

コミュニティセンター Y02 コミュニティセンター下鶴間会館 下鶴間 2516－2 

Y03 コミュニティセンター深見北会館 深見 498-5 

Y04 コミュニティセンター深見中会館 深見台四丁目 10-29 

Y05 コミュニティセンター深見南会館 
深見台一丁目 9-
19 

スポーツ施設 Y06 深見歴史の森スポーツ広場 下鶴間 2747-1 

Y07 大和スポーツセンター 上草柳一丁目 1-1 

学習センター Y08 大和市生涯学習センター(シリウス内) 大和南一丁目 8-1 

その他 Y09 大和市下鶴間ふるさと館 下鶴間 2359-5 

Y10 文化創造拠点シリウス 大和南一丁目 8-1 

Y11 やまと芸術文化ホール(シリウス内) 大和南一丁目 8-1 

Y12 ぷらっと大和 大和南一丁目 8-1 

注１：表中の No.は図 3.1-13(5)に示す番号と対応しています。 
資料：「2020年度版 横浜市暮らしのガイド」（横浜市ホームページ 令和２年４月） 

「大和市コミュニティセンター一覧」（大和市役所生活あんしん課ホームページ 令和２年４月） 

「フロア案内」（大和市文化創造拠点シリウスホームページ  令和２年５月閲覧） 

「大和市スポーツ関連施設一覧」（大和市文化スポーツ部 スポーツ課ホームページ 令和２年４月） 

「生涯学習・文化」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「町田市わたしの便利帳（2020年１月発行版）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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図 3.3-13(5) 配慮が特に必要な施設の分布状況（その他の主な市民利用施設等） 

注１：図中の番号は表 3.3-16(8)に示す No.と対応しています。 

資料：「2020年度版 横浜市暮らしのガイド」（横浜市ホームページ 令和２年４月） 

「大和市コミュニティセンター一覧」（大和市役所生活あんしん課ホームページ 令和２年４月） 

「フロア案内」（大和市文化創造拠点シリウスホームページ  令和２年５月閲覧） 

「大和市スポーツ関連施設一覧」（大和市文化スポーツ部 スポーツ課ホームページ 令和２年４月） 

「生涯学習・文化」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「町田市わたしの便利帳（2020年１月発行版）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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表 3.3-16(9) 配慮が特に必要な施設（主な公園・緑地等） 

行政区分 種類 No. 名称 面積（㎡） 

瀬谷区 地区 S01 瀬谷本郷公園 36,000 

近隣 S02 上瀬谷公園 10,245 

S03 瀬谷中央公園 12,630 

S04 瀬谷みはらし公園 13,584 

S05 二ツ橋南公園 15,532 

街区 S06 相沢公園 2,917 

S07 相沢六丁目公園 1,156 

S08 相沢六丁目第二公園 979 

S09 相沢南公園 150 

S10 相沢四丁目公園 2,739 

S11 東野第一公園 3,553 

S12 東野第二公園 1,277 

S13 東野第三公園 1,016 

S14 東野第四公園 150 

S15 東野第五公園 1,774 

S16 上瀬谷町東公園 683 

S17 五貫目町公園 1,749 

S18 瀬谷四丁目公園 1,723 

S19 瀬谷駅北口公園 3,000 

S20 瀬谷第三公園 3,340 

S21 瀬谷土橋公園 4,472 

S22 大門第一公園 930 

S23 竹村町公園 1,756 

S24 中屋敷三丁目公園 1,463 

S25 中屋敷中央公園 4,136 

S26 橋戸北公園 1,765 

S27 橋戸北第二公園 1,498 

S28 二ツ橋公園 6,026 

S29 二ツ橋谷公園 209 

S30 細谷戸公園 7,787 

S31 本郷三丁目公園 5,305 

S32 本郷四丁目公園 533 

S33 本郷四丁目第二公園 4,120 

S34 本郷二丁目公園 783 

S35 南台第二公園 641 

S36 目黒町公園 676 

S37 楽老北公園 1,557 

S38 楽老中公園 1,199 

S39 楽老南公園 3,770 

市民の森 S40 瀬谷市民の森 191,000 

特別緑地保全

地区 
S41 本郷三丁目特別緑地保全地区 3,000 
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表 3.3-16(10) 配慮が特に必要な施設（主な公園・緑地等） 

行政区分 種類 No 名称 面積（㎡） 

旭区 

地区 A01 若葉台公園 46,441 

街区 

A02 えびね公園 5,445 

A03 上川井市坂公園 589 

A04 笹野台大野公園 931 

A05 笹野台二丁目公園 1,065 

A06 つくし公園 2,574 

A07 日向根公園 16,215 

緑地 A08 若葉台一丁目緑地 ― 

市民の森 
A09 追分市民の森 331,000 

A10 上川井市民の森 101,000 

特別緑地保全地区 

A11 追分特別緑地保全地区 333,000 

A12 上川井町大貫谷特別緑地保全地区 10,000 

A13 上川井町堀谷特別緑地保全地区 15,000 

A14 上川井町中田谷特別緑地保全地区 31,000 

A15 上川井町堂谷特別緑地保全地区 35,000 

A16 上川井町露木谷特別緑地保全地区 103,000 

大和市 

近隣 Y01 やまと公園 10,009 

街区 

Y02 かしま２号公園 1,017 

Y03 目黒公園 1,141 

Y04 庚申塚公園 798 

Y05 大和東公園 1,487 

Y06 中央１号公園 3,657 

Y07 なぎ原１号公園 2,158 

Y08 深見台１号公園 2,257 

Y09 大和原１号公園 1,000 

Y10 中央５号公園 946 

Y11 大和南二丁目公園 1,106 

Y12 長堀２号公園 715 

Y13 なぎ原２号公園 1,491 

Y14 宿公園 1,562 

Y15 一ノ関公園 1,755 

Y16 中央２号公園 568 

Y17 中央３号公園 388 

Y18 中央６号公園 544 

Y19 長堀公園 964 

Y20 目黒台公園 2,055 

Y21 坂上公園 1,198 

Y22 あおぞら公園 186 

Y23 名和公園 1,336 

Y24 山王原東公園 1,241 

Y25 つきみ野１１号公園 661 

Y26 深見台第５児童遊園 848 

Y27 大和東児童遊園 788 

Y28 こもれび公園 430 

Y29 菊園児童遊園 607 

Y30 両替山公園 220 
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表 3.3-16(11) 配慮が特に必要な施設（主な公園・緑地等） 

行政区分 種類 No 名称 面積（㎡） 

大和市 

街区 

Y31 大和原２号公園 219 

Y32 ライラック公園 217 

Y33 大和原３号公園 125 

Y34 しおり公園 123 

Y35 ぼ～る遊びもできる公園 1,147 

Y36 ミニバス広場 535 

緑地 
Y37 深見台緑地 914 

Y38 緑の広場 33号 1,357 

大規模緑地 
Y39 深見歴史の森 65,958 

Y40 城山史跡公園（深見歴史の森内） － 

町田市 

街区 

MC01 鶴間前谷戸児童公園 215 

MC02 鶴間ひだまり公園 264 

MC03 鶴間つくしんぼ公園 278 

市立公園 MC04 鶴間大ヶ谷戸広場 495 

ふるさとの森 MC05 鶴間前谷戸ふるさとの森 3,778 

注１：表中の No.は図 3.1-13(6)に示す番号と対応しています。 
資料：「公園一覧表（平成 31年３月 31日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「市民の森指定一覧（令和２年２月５日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「横浜市公園緑地配置図（平成 29年７月１日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区（令和２年２月５日現在）」 

（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「横浜市建築局 都市計画基礎調査データ（地図情報レベル 2500）」 

「大和市の公園データ」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「大和市公開型地図情報サービス（くらしの情報 公園）」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「公園・緑地一覧」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

「地図情報まちだ（公園の位置）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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図 3.3-13(6) 配慮が特に必要な施設の分布状況（主な公園・緑地等） 

注１：図中の番号は表 3.3-16(8)～(10)に示す No.と対応しています。 

資料：「公園一覧表（平成 31 年３月 31 日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧）、「市民の森指定一覧（令和２年２月５

日現在）」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧）、「横浜市公園緑地配置図（平成 29 年７月１日現在）」（横浜市ホームペ

ージ 令和２年５月閲覧）、「特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区（令和２年２月５日現在）」（横浜市ホームページ 

令和２年５月閲覧）、「大和市の公園データ」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧）、「大和市公開型地図情報サービス

（くらしの情報 公園）」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧）、「公園・緑地一覧」（町田市ホームページ 令和２年５

月閲覧）、「地図情報まちだ（公園の位置）」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧）、「第 153回横浜市都市計画審議会案件

表」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧）、横浜市建築局都市計画決定データ（地図情報レベル 2500）により作成 
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3.3.6 下水道の整備状況 

調査区域における平成 30年度末の下水道の整備の状況は、表 3.3-17に示すとおりです。 

対象事業実施区域が位置する瀬谷区では、下水道処理人口普及率が 99％、下水道処理面積普

及率が 66.1％となっています。 

また、対象事業実施区域においては、南区間の瀬谷駅周辺では下水道が整備されていますが、

北区間では整備されていません。 

 

表 3.3-17 下水道の整備の状況 

項目 

 

 

処理区 

下水道区域 処理区域 普及率 

面積 

A 

（ha） 

人口 

B 

（人） 

面積 

C 

（ha） 

人口 

D 

（人） 

面積 

C/A 

（％） 

人口 

D/B 

（％） 

横浜市 43,543 3,741,317 31,361 3,739,327 72.0 99.9 
 瀬谷区 1,711 122,348 1,130 122,198 66.1 99 

 旭区 3,278 245,509 2,266 245,295 69.1 99 

 緑区 2,542 181,497 1,502 181,438 59.1 99 

大和市 2,709 237,374 1,941 226,659 71.6 95.1 

町田市 7,155 428,706 5,000 423,564 69.9 98.8 

注１：平成 30年度末現在。 
注２：   は、対象事業実施区域のある行政区分 
資料：「横浜市統計書」（横浜市ホームページ 令和２年５月閲覧） 

   「令和元年度版 統計概要」（大和市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
   「町田市統計書」（町田市ホームページ 令和２年５月閲覧） 
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3.3.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係

る規制の内容その他の状況 

本事業や対象事業実施区域に係る主な環境関係法令等は、表 3.3-18に示すとおりです。 

 

表 3.3-18(1) 本事業及び対象事業実施区域に係る環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業 

との関係 

公
害
防
止 

環境一般 環境基本法 〇 

 神奈川県環境基本条例 － 

 横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例 〇 

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 － 

 横浜市生活環境の保全等に関する条例 〇 

 環境影響評価法 － 

 神奈川県環境影響評価条例 － 

 横浜市環境影響評価条例 〇 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例 － 

 環境への負荷の低減に関する指針（事業所の配慮すべき指針） 〇 

大気汚染 大気汚染防止法 ○ 

 
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法 
○ 

水質汚濁 水質汚濁防止法 ○ 

 下水道法 ○ 

 横浜市下水道条例 ○ 

土壌汚染 土壌汚染対策法 ○ 
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 － 

騒音 騒音規制法 ○ 

振動 振動規制法 ○ 

地盤沈下 工業用水法 － 
 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 － 

悪臭 悪臭防止法 － 

日照阻害 建築基準法 － 

 横浜市建築基準条例 － 

 
横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する

条例 
－ 

 横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 － 

廃棄物 循環型社会形成推進基本法 ○ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○ 

 資源の有効な利用の促進に関する法律 ○ 

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 － 

 食品循環資源の再利用等の促進に関する法律 － 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ○ 

 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 ○ 

 神奈川県土砂の適正処理に関する条例 ○ 

 横浜市空き缶等及び吸殻等の散乱の防止に関する条例 ○ 

 神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例 ○ 

ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法 － 

有害化学物質 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律 
－ 

グリーン調達 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律） ○ 
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表 3.3-18(2) 本事業及び対象事業実施区域に係る環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業 

との関係 

自
然
環
境
保
全 

自然環境一般 生物多様性基本法 ○ 

 
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律（カルタヘナ法） 
－ 

  
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の

促進等に関する法律 
－ 

  神奈川県自然環境保全条例 ○ 

  神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例 － 

 横浜自然観察の森条例 － 

 緑の環境をつくり育てる条例 ○ 

国立公園等 自然公園法 － 

  都市公園法 － 

  神奈川県立自然公園条例 － 

  神奈川県都市公園条例 － 

  横浜市公園条例 － 

自然環境保全地域 自然環境保全法 － 

  神奈川県自然環境保全条例 － 

世界遺産（自然遺産） 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 － 

風致地区 都市計画法 － 

  神奈川県風致地区条例 － 

  横浜市風致地区条例 － 

特別緑地保全地区 都市緑地法 － 

近郊緑地保全区域 首都圈近郊緑地保全法 － 

敷地内緑化等 緑の環境をつくり育てる条例（横浜市） ○ 

  横浜市緑化地域に関する条例 ○ 

生産緑地地区 生産緑地法 ○ 

農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律 ○ 

鳥獣保護区 烏獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 － 

野生生物 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 ○ 

  特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 － 

ラムサール条約湿地 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 － 

自然再生 自然再生推進法 － 
災
害
防
止 

保安林 森林法 － 

砂防指定地 砂防法 － 

  神奈川県砂防指定地の管理に関する条例 － 

海岸保全地域 海岸法 － 

港湾区域 港湾法 － 

宅地造成工事規制区

域 
宅地造成等規制法 － 

地すべり防止地区 地すべり等防止法 － 

急傾斜地崩壊危険区

域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 － 

土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 － 

河川保全区域 河川法 － 

航空障害 航空法 － 

防火・危険物等の取

り扱い 
消防法 ○ 

 横浜市火災予防条例 ○ 

  
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律 
－ 

  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 － 

  毒物及び劇物取締法 － 
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表 3.3-18(3) 本事業及び対象事業実施区域に係る環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業 

との関係 

地
球
環
境
保
全 

温暖化対策 地球温暖化対策の推進に関する法律 ○ 

  エネルギー政策基本法 ○ 

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律 ○ 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 － 

  非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 － 

  バイオマス活用推進基本法 － 

  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 ○ 

  新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 － 

  
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動

の促進に関する法律 
○ 

  神奈川県地球温暖化対策推進条例 ○ 

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 － 
そ
の
他 

景観 景観法 ○ 

  神奈川県景観条例 ○ 

  横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 ○ 

  都市の美観風致を維持するための樹林の保存に関する法律 － 

  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 － 

  屋外広告物法 ○ 

  神奈川県屋外広告物条例 － 

 横浜市屋外広告物条例 ○ 

まちづくり方針 土地区画整理法 ○ 

  駐車場法 － 

  横浜市駐車場条例 － 

  横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 － 

文化財 文化財保護法 ○ 

  神奈川県文化財保護条例 － 

  横浜市文化財保護条例 ○ 

その他 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 ○ 
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