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3.2.8 公共施設等の状況 

 

調査区域における教育施設等は表 3.2.8.1（1）～（3）と図 3.2.8.1に示すとおりです。 

調査区域において、泉区では保育所・幼稚園・認定こども園が32施設、小学校が８校、中学校が

４校、高等学校が１校あります。戸塚区では保育所・幼稚園・認定こども園が16施設、小学校が９

校、中学校が５校、高等学校が２校、専修学校が１校、大学が１校あります。 

対象事業実施区域の周辺には、なかよしこども園（I30）、横浜市立深谷小学校（T21）、横浜市立

汲沢中学校（T28）等があります。 

 

表 3.2.8.1（1） 教育施設等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

泉区 保育所 

幼稚園 

認定こども園 

I01 くるみ保育園  下和泉五丁目18番15号 

I02 立場エンゼル保育園  和泉町4088-1   

I03 ふたば保育園  和泉町1368 

I04 苗場保育園  下和泉一丁目10番10号 

I05 にじいろ保育園いずみ中央  和泉中央北五丁目11-5 

I06 もも保育園  中田西二丁目25-30 

I07 エンゼルおおぞら保育園  和泉中央北二丁目2-7 

I08 御霊神社保育園  中田北三丁目42-2 

I09 白梅いずみ保育園  上飯田町874-1 

I10 白百合愛児園  中田東一丁目41-2 

I11 中田保育園  中田西三丁目33-6 

I12 白梅保育園  中田南五丁目6-20 

I13 YMCA山手台保育園アルク  領家二丁目11-1 

I14 GENKIDSいずみ中央保育園  和泉中央南五丁目13-1 

I15 泉の郷保育園いずみ(本園） 和泉中央北三丁目1-5 

I16 泉の郷保育園いずみ(分園) 和泉中央北二丁目16-35 

I17 泉の郷保育園なかだ  中田南二丁目15番35号 

I18 えんがわ  下和泉一丁目10-23 

I19 中田いちご保育園  中田西四丁目35-28戸塚第3ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ 102 

I20 ベイキッズおひさま保育園  中田東一丁目37-12イーストコートB 

I21 立場らびっと保育園  和泉中央北二丁目2-29グリーンヴィラ和泉町102 

I22 中田駅前 はまっこ保育園  中田南三丁目2-21 

I23 サクラフェリーチェ保育園  中田北一丁目1-27 

I24 中田ひまわり保育室  中田東四丁目51-6 

I25 認可外保育室ひまわり 中田南一丁目19-13ビューバレー踊場206 

I26 英明幼稚園 和泉中央南三丁目2-56 
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表 3.2.8.1（2） 教育施設等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

泉区 保育所 

幼稚園 

認定こども園 

I27 皐月幼稚園 中田西二丁目2-12 

I28 
幼保連携型認定こども園 

泉ヶ丘幼稚園  
和泉が丘三丁目9-1 

I29 認定こども園いづみ幼稚園  和泉中央南四丁目17-36 

I30 なかよしこども園  下和泉三丁目27-11 

I31 
認定こども園 ふじづかようちえ

ん・ふじづかほいくえん 
下飯田町892 

I32 鳩の森愛の詩とことこ保育園 和泉中央南5-4-11 

小学校 I33 横浜市立中和田小学校 和泉中央南四丁目9-1 

I34 横浜市立中田小学校 中田南四丁目4-1 

I35 横浜市立中和田南小学校 和泉町987 

I36 横浜市立東中田小学校 中田東四丁目43-1 

I37 横浜市立下和泉小学校 和泉町1436 

I38 横浜市立葛野小学校 中田南五丁目15-1 

I39 横浜市立伊勢山小学校 和泉中央南二丁目27-１ 

I40 横浜市立西が岡小学校 西が岡三丁目12-11 

中学校 I41 横浜市立中和田中学校 和泉中央北二丁目5-1 

I42 横浜市立泉が丘中学校 和泉が丘三丁目29-1 

I43 横浜市立中田中学校 中田北二丁目20-1 

I44 横浜市立領家中学校 領家四丁目3-1 

高等学校 I45 神奈川県立横浜修悠館高等学校 和泉町2563 

戸塚区 保育所 

幼稚園 

認定こども園 

T01 横浜市汲沢保育園  汲沢一丁目22-33 

T02 横浜市俣野保育園  俣野町1403-19 

T03 おおぞらひまわり保育園  汲沢町118 

T04 戸塚芙蓉保育所  戸塚町4396 

T05 エミールの森ひばり保育園  戸塚町4536番25 

T06 丘の上保育園  汲沢一丁目27-6 

T07 はまっこ乳児ルーム  矢部町2071 

T08 おおぞらどんぐり保育室  戸塚町2230-3ヒルズ南戸塚4-107 

T09 小規模保育施設はまっこ  矢部町2061 

T10 
横浜医療センター 

さくらんぼ保育園 
原宿3-60-2 

T11 
医療生協かながわ保育室 

ぴーす(企業主導型保育事業) 
汲沢町1005-1 

T12 戸塚こばと幼稚園 汲沢四丁目31-20 

T13 戸塚第二幼稚園 戸塚町2888-8 

T14 冨士見ヶ丘幼稚園 原宿四丁目19-2 
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表 3.2.8.1（3） 教育施設等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

戸塚区 保育所 

幼稚園 

認定こども園 

T15 
幼保連携型認定こども園 

みどり幼稚園  
汲沢二丁目26-14 

T16 
幼保連携型認定こども園 

南幼稚園  
深谷町456-6 

小学校 T17 横浜市立大正小学校 原宿四丁目17-1 

T18 横浜市立汲沢小学校 汲沢三丁目6-1 

T19 横浜市立矢部小学校 矢部町1698 

T20 横浜市立南戸塚小学校 戸塚町2790-3 

T21 横浜市立深谷小学校 深谷町1688-2 

T22 横浜市立横浜深谷台小学校 深谷町1312-1 

T23 横浜市立東汲沢小学校 汲沢一丁目16-1 

T24 横浜市立鳥が丘小学校 鳥が丘53 

T25 横浜市立下郷小学校 戸塚町2447-2 

中学校 T26 横浜市立大正中学校 原宿四丁目12-1 

T27 横浜市立戸塚中学校 戸塚町4542 

T28 横浜市立汲沢中学校 汲沢町550-2 

T29 横浜市立深谷中学校 深谷町1071 

T30 横浜市立南戸塚中学校 戸塚町1842-1 

高等学校 T31 神奈川県立横浜桜陽高等学校 汲沢町973 

T32 横浜市立戸塚高等学校 汲沢二丁目27-1 

専修学校 
T33 

(独)国立病院機構横浜 

医療センター附属横浜看護学校 
原宿三丁目60-2 

大学 T34 横浜薬科大学 俣野町601 

資料：「保育所・保育施設情報一覧」（横浜市ホームページ、令和3年4月調べ） 

「神奈川県公立学校名簿」（神奈川県ホームページ、令和3年4月調べ） 

「神奈川県私立学校名簿」（神奈川県ホームページ、令和3年4月調べ） 

「県内大学一覧」（神奈川県ホームページ、令和3年4月調べ） 
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図 3.2.8.1 教育施設等 
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調査区域における主な医療機関は、表 3.2.8.2及び図 3.2.8.2に示すとおりです。 

調査区域において、泉区には主な医療機関はありません。戸塚区には主な医療機関が４施設あり

ます。 

対象事業実施区域の周辺には、主な医療機関はありません。 

 

表 3.2.8.2 主な医療機関 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

戸塚区 病院 T01 西横浜国際総合病院 汲沢町56 

T02 
医療生協かながわ生活協同組合 

戸塚病院 
汲沢町1025-6 

T03 
独立行政法人国立病院機構 

横浜医療センター 
原宿三丁目60-2 

一般診療所 

(有床) 
T04 わかば医院 深谷町55-71 

資料：「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ)  
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図 3.2.8.2 主な医療機関 
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調査区域における主な官公庁等は、表 3.2.8.3及び図 3.2.8.3に示すとおりです。 

調査区域において、泉区には区役所が１施設、消防署が２施設、郵便局が３施設あり、戸塚区に

は警察署が１施設、消防署が２施設、郵便局が５施設あります。 

対象事業実施区域の周辺には、横浜和泉南郵便局（I04）、横浜深谷郵便局（T08）等があります。 

 

表 3.2.8.3 主な官公庁等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

泉区 区役所 I01 泉区役所 和泉中央北五丁目1-1 

消防署 I02 泉消防署 和泉中央北五丁目1-1 

I03 中田消防出張所 中田北三丁目1-1 

郵便局 I04 横浜和泉南郵便局 和泉町1452-7 

I05 横浜中田郵便局 中田北二丁目7-15 

I06 横浜中和田郵便局 和泉中央北四丁目1-3 

戸塚区 警察署 T01 戸塚警察署 戸塚町3158-1 

消防署 T02 鳥が丘消防出張所 鳥が丘52−1 

T03 深谷消防出張所 深谷町1432−2 

郵便局 T04 踊場駅前郵便局 汲沢八丁目2−12 

T05 横浜鳥が丘郵便局 鳥が丘52−2 

T06 横浜ドリームハイツ郵便局 深谷町1412−1 

T07 横浜原宿郵便局 深谷町238−5 

T08 横浜深谷郵便局 深谷町855−3 

資料：「2021年版 暮らしのガイド」(横浜市ホームページ、令和3年4月) 

「横浜市内の消防署」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 

「郵便局・ATMをさがす」(日本郵政グループホームページ、令和3年4月調べ) 
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図 3.2.8.3 主な官公庁等 
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調査区域における主な福祉施設等は、表 3.2.8.4（1）～（2）及び図 3.2.8.4に示すとおりです。 

調査区域において、泉区では主な福祉施設等が33施設あり、戸塚区では24施設あります。 

対象事業実施区域の周辺にはサリューブルいずみ（I07）、ハートフルケアホームいずみ（I21）、

グループホーム横浜汲沢・彩り（T07）等があります。 

 

表 3.2.8.4（1） 主な福祉施設等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

泉区 特別養護老人ホーム I01 天王森の郷 和泉町733 

I02 グリーンヒル泉・横浜 和泉町2312 

I03 ウェルフェアリビング 和泉町3170-1 

介護老人保健施設 I04 ゆめが丘 和泉町1202 

認知症高齢者 

グループホーム 

I05 エスポワール和泉 和泉町2604-1 

I06 木下の介護 グループホーム泉 和泉中央南五丁目23-12 

I07 サリューブルいずみ 和泉が丘一丁目6-10 

I08 グループホーム ひめしゃら 和泉町2647-1 

I09 グループホーム あいあい 和泉町字中ノ宮3200-1 

I10 グループホーム なでしこ 泉が丘一丁目27-24 

I11 清風荘 上飯田町262 

I12 グループホーム ゆとり 和泉町字赤坂1295 

I13 グループホーム ちゃんと 和泉が丘三丁目8-7 

I14 グループホーム こてまり 中田東一丁目9-28 

I15 
グループホーム  

ソラストいずみ 
和泉が丘一丁目16-3 

I16 グループホーム いずみ別荘 下飯田町811-4 

介護付有料老人ホーム等 I17 ライフコミューンいずみ中央 和泉中央南五丁目19-11 

I18 アズハイム横浜いずみ中央 和泉中央南五丁目18-29 

I19 
有料老人ホーム  

サニーライフ横浜泉 
中田北二丁目14-28 

I20 アプルール横浜いずみ 中田東三丁目21-8 

住宅型有料老人ホーム I21 ハートフルケアホームいずみ 中田西四丁目15-26 

I22 医心館 横浜立場 中田北一丁目8-30 

小規模多機能型居宅介護 I23 横浜いこいの里 中田西四丁目2-43-2 

I24 よりどころ 和泉 下和泉四丁目20-26 

I25 
横浜市福祉サービス協会 

いずみ中央 花みずき 

和泉中央南五丁目1-18  

ｽｶﾞﾉﾋﾞﾙ 1階 

I26 花笑み愛成 和泉町1003番1 
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表 3.2.8.4（2） 主な福祉施設等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

泉区 看護小規模多機能型居宅介護 
I27 

たすけあい泉フルール看護小規模

多機能介護事業所 
中田南二丁目11番40号 

障害者支援施設 I28 よこはまリバーサイド泉 下飯田町355 

福祉型障害児入所施設 I29 ぽらいと・えき 下飯田町330 

地域ケアプラザ I30 横浜市踊場地域ケアプラザ 中田東一丁目4-6 

I31 横浜市下和泉地域ケアプラザ 和泉が丘一丁目26-1 

I32 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 和泉中央北五丁目14-1 

障害者地域活動ホーム I33 障害者地域活動ホーム いずみ会館 和泉町519-5 

戸塚区 特別養護老人ホーム T01 しらゆり園 汲沢町986 

T02 来夢の里 汲沢町295 

軽費老人ホーム T03 ベタニヤ・ホーム 汲沢町1060 

介護老人保健施設 T04 うららの里 深谷町1412-11 

T05 ヒューマンライフケア横浜 戸塚町1800-3 

認知症高齢者 

グループホーム 

T06 シニアウイルおどりば戸塚 汲沢八丁目31-18-19 

T07 グループホーム 横浜汲沢・彩り 汲沢町500-3 

T08 グループホーム やまぶき 矢部町1256 

T09 グループホーム みかみ 深谷町1234-1 

T10 スマイル汲沢の家 汲沢町1050-3 

T11 花物語とつか南 深谷町1414-6 

T12 オセアンビクトリア南戸塚 戸塚町3352-2 

介護付有料老人ホーム等 T13 ニチイケアセンター横浜戸塚 深谷町1413-1 

T14 シニアフォレスト横浜戸塚 俣野町461 

T15 アズハイム横浜戸塚 戸塚区汲沢町1047 

住宅型有料老人ホーム T16 湘南ナーシングホーム ポテト 俣野町558-2 

小規模多機能型居宅介護 T17 ウイル汲沢ステーション 汲沢八丁目31-18-21 

T18 みかみ介護支援センター 深谷町1234-1 

T19 
小規模多機能型居宅介護 

しょうわ 
汲沢六丁目25-15 

T20 もえぎケアセンター矢部 矢部町1252-6 

T21 小規模多機能ホーム 月見草 深谷町1030 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
T22 ウイル戸塚ステーション 戸塚町3570-1 

地域ケアプラザ T23 汲沢地域ケアプラザ 汲沢町986 

T24 横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 深谷町1432-11 

資料：「高齢者福祉保健施設一覧」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 

「障害福祉のあんない 2020」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 

「地域ケアプラザ紹介」（横浜市ホームページ、令和3年4月調べ） 

「各区社会福祉協議会の窓口」（横浜市ホームページ、令和3年4月調べ） 

 

  



3-53 

 

  

図 3.2.8.4 主な福祉施設等 
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調査区域におけるその他の市民利用施設は、表 3.2.8.5及び図 3.2.8.5に示すとおりです。 

調査区域において、泉区では地区センターやコミュニティハウス等の市民利用施設が12施設あり、

戸塚区では５施設あります。 

対象事業実施区域の周辺には、下和泉地区センター（I02）、深谷コミュニティハウス（T05）等が

あります。 

 

表 3.2.8.5 その他の市民利用施設 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

泉区 公会堂 
I01 泉公会堂 

和泉中央北五丁目1-1 

（区役所隣接） 

地区センター I02 下和泉地区センター 和泉が丘一丁目26-1 

I03 立場地区センター 中田北一丁目9-14 

プール I04 しらゆり公園プール 中田東一丁目41-1 

集会所 I05 しらゆり集会所 中田東一丁目41-1 

区民文化センター I06 テアトルフォンテ 和泉中央南五丁目4-13 

コミュニティハウス I07 葛野コミュニティハウス 中田南五丁目15-1 

I08 中田コミュニティハウス 中田南四丁目4-28 

I09 中和田コミュニティハウス 和泉中央南四丁目9-1 

I10 西が岡コミュニティハウス 西が岡三丁目12-11 

I11 みなみコミュニティハウス 和泉町987 

国際交流ラウンジ 
I12 いずみ多文化共生コーナー 

和泉中央北五丁目1-1  

泉区役所1階 

戸塚区 地区センター T01 踊場地区センター 汲沢二丁目23-1 

T02 大正地区センター 原宿三丁目59-1 

コミュニティハウス T03 下郷コミュニティハウス 戸塚町2447-2 

T04 東汲沢コミュニティハウス 汲沢一丁目16-1 

T05 深谷コミュニティハウス 深谷町1688-2 

資料：「2021年版 暮らしのガイド」（横浜市ホームぺージ、令和3年4月） 
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図 3.2.8.5 その他の市民利用施設 
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調査区域における主な公園・緑地等は、表 3.2.8.6（1）～（3）及び図 3.2.8.6に示すとおりで

す。 

調査区域において、泉区では主な公園・緑地等が43施設あり、戸塚区では60施設あります。 

対象事業実施区域の周辺には、下和泉公園（I21）、中田西たまご公園（I36）、汲沢畑田公園（T17）

等があります。 

 

表 3.2.8.6（1） 主な公園・緑地等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

面積 

(m2) 

泉区 総合 I01 境川遊水地公園 下飯田町、藤沢市今田ほか 189,000 

都市緑 I02 鍋屋の森 和泉町967-1 11,176 

地区 I03 しらゆり公園 中田東一丁目41 35,729 

I04 天王森泉公園 和泉町308-1 34,050 

I05 中田中央公園 中田町2989 29,000 

近隣 I06 泉中央公園 和泉中央南四丁目22 12,039 

街区 I07 和泉アカシア公園 下和泉一丁目8 3,324 

I08 和泉池田公園 下和泉二丁目10 907 

I09 泉が丘公園 和泉が丘三丁目6 2,458 

I10 和泉銭亀公園 和泉中央北三丁目14 179 

I11 和泉町第二公園 和泉中央南一丁目4 3,000 

I12 和泉町第三公園 和泉中央南三丁目21 1,300 

I13 和泉町公園 和泉中央南二丁目9 300 

I14 和泉町作右衛門公園 和泉中央南二丁目33 7,514 

I15 和泉町桜川公園 和泉町3063 2,891 

I16 和泉町十三本公園 和泉中央南一丁目17 1,385 

I17 和泉土橋公園 下和泉五丁目13 150 

I18 岡津田向公園 白百合二丁目13 1,090 

I19 上飯田けやき公園 上飯田町819 1,808 

I20 上飯田南公園 上飯田町979-1 1,697 

I21 下和泉公園 下和泉四丁目19 5,601 

I22 下和泉ふれあい公園 下和泉五丁目15 5,000 

I23 中田第九公園 中田南一丁目21 2,645 

I24 中田町第一公園 中田南三丁目21 1,937 

I25 中田町第二公園 中田南二丁目26 1,004 

I26 中田町第三公園 中田南三丁目6 493 

I27 中田町第四公園 中田南四丁目46 720 

I28 中田町第五公園 中田西三丁目14 1,727 

I29 中田町第六公園 中田北二丁目23 152 

I30 中田町第八公園 中田東三丁目8 507 

I31 中田町葛野公園 中田南五丁目18 1,193 
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表 3.2.8.6（2） 主な公園・緑地等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

面積 

(m2) 

泉区 街区 I32 中田町鯉久保公園 中田南二丁目3 662 

I33 中田町丸の内公園 中田南四丁目7 2,866 

I34 中田町宮ノ前公園 中田東四丁目58 4,104 

I35 中田西一丁目公園 中田西一丁目3 1,100 

I36 中田西たまご公園 中田西四丁目27 439 

I37 中田広町公園 中田西一丁目10 674 

I38 中和田公園 和泉中央南五丁目1 2,479 

I39 中和田村役場跡地公園 和泉中央南四丁目5 229 

I40 富士塚公園 下飯田町1016-4 717 

I41 領家四丁目公園 領家四丁目18 1,962 

市民の森 I42 古橋市民の森 泉区泉が丘三丁目 22,000 

ふれあい

の樹林 
I43 鯉ケ久保ふれあいの樹林 泉区中田南一丁目 14,000 

戸塚区 総合 T01 俣野公園 俣野町1367-1 111,459 

地区 T02 戸塚公園 戸塚町2420-2 30,145 

T03 戸塚西公園 深谷町984-6 36,281 

近隣 T04 踊場公園 汲沢八丁目11 10,889 

T05 宮谷西公園 戸塚町3240 21,842 

T06 谷矢部池公園 矢部町1996 22,631 

街区 T07 壱町ケ谷公園 汲沢七丁目37 1121 

T08 上矢部金堀塚公園 上矢部町2420-10 787 

T09 汲沢御所水公園 汲沢町463-1 4,654 

T10 汲沢町公園 汲沢町1301-39 1,449 

T11 汲沢町第二公園 汲沢町1407-24 865 

T12 汲沢町第三公園 汲沢三丁目2 499 

T13 汲沢町第四公園 汲沢二丁目23 329 

T14 汲沢二丁目公園 汲沢二丁目1868-48 2413 

T15 汲沢二丁目第二公園 汲沢二丁目1684-103 338 

T16 汲沢子の神公園 汲沢四丁目27 7,163 

T17 汲沢畑田公園 汲沢町510-29 428 

T18 汲沢細田公園 汲沢町1087-3 1,616 

T19 弘法池公園 原宿三丁目57 2,767 

T20 小雀第二公園 原宿一丁目30 1,354 

T21 猿ヶ谷公園 矢部町1544-38 246 

T22 十一ノ区公園 戸塚町2230-5 5,905 

T23 十九ノ区公園 戸塚町4424-63 580 

T24 十ノ区公園 戸塚町1862-15 417 

T25 十ノ区第三公園 戸塚町2094-6 508 

T26 十ノ区第四公園 戸塚町2013-2 1,171 
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表 3.2.8.6（3） 主な公園・緑地等 

行政 

区分 
種類 番号 名称 所在地 

面積 

(m2) 

戸塚区 街区 T27 十ノ区第五公園 戸塚町1975-26 530 

T28 十ノ区あじさい公園 戸塚町字十ノ区2028-1 1,171 

T29 十ノ区やまもも公園 戸塚町1978-4 221 

T30 新沢池公園 戸塚町3572-3 1,688 

T31 戸塚町南第一公園 戸塚町1491-71 1,793 

T32 戸塚町北公園 戸塚町4536-13 366 

T33 戸塚町ぜんば公園 戸塚町4637-1 882 

T34 戸塚宮ケ谷公園 戸塚町3381-39 409 

T35 鳥が丘第一公園 鳥が丘21 7,490 

T36 鳥が丘第五公園 鳥が丘6-2 1,503 

T37 鳥が丘第二公園 鳥が丘42-1 1,475 

T38 鳥が丘第四公園 鳥が丘92-12 1,291 

T39 ドリ－ムハイツ第一公園 俣野町1403-64 5,249 

T40 ドリ－ムハイツ第二公園 深谷町1304-2 2,337 

T41 八ノ区公園 戸塚町1297-2 366 

T42 原宿公園 原宿一丁目38 2,663 

T43 原宿第二公園 原宿一丁目21 1,848 

T44 原宿第三公園 原宿一丁目6 1,387 

T45 原宿八幡山第二公園 原宿三丁目367番316 223 

T46 原宿八幡山公園 原宿三丁目32 819 

T47 深谷町えのき公園 原宿三丁目45 2,341 

T48 深谷町笹山公園 深谷町1210-140 1,274 

T49 深谷町中丸公園 深谷町1041-3 265 

T50 深谷町西之脇公園 深谷町1200番8 175 

T51 深谷町子崎公園 深谷町115-6 289 

T52 深谷町東山公園 深谷町885 1,086 

T53 深谷町ふれあい公園(ハマヤク農園) 深谷町1272-5 4,335 

T54 深谷町前田公園 深谷町314-1 910 

T55 深谷町谷中公園 深谷町1399-4 1,325 

T56 俣野町第一公園 俣野町522-1 1,139 

T57 矢部大久保公園 矢部町1815-1 1,016 

T58 矢部配郷公園 矢部町1283-28 563 

市民の森 T59 まさかりが淵市民の森 汲沢町、深谷町 65,000 

T60 深谷市民の森 深谷町 31,000 

資料：「県立都市公園一覧」(神奈川県ホームページ、令和3年4月調べ) 

「横浜市の都市公園データ集」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 

「「市民の森」指定一覧」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 

「「ふれあいの樹林」指定一覧」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 

「横浜市公園緑地配置図」(横浜市環境創造局みどりアップ推進部、平成29年7月) 

「市民の森・ふれあいの樹林・横浜自然観察の森ガイドマップ」(横浜市ホームページ、令和3年4月調べ) 
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図 3.2.8.6 主な公園・緑地等 


