
港北区近隣のオススメの公園♪
●中原平和公園 ( 川崎市中原区 )･･･はだしの広場 ( じゃぶじゃぶ池 )

●茅ヶ崎公園 ( 都筑区 )･･･プール利用料：大人２００円 /１ｈ、子ども１００円 /１ｈ

●県立四季の森公園 ( 緑区 )･･･じゃぶじゃぶ池あり

●県立三ツ池公園 ( 鶴見区 )･･･水の広場あり。プールもあるよ！

★こどもの国 ( 青葉区 )･･･せせらぎで水遊びできます♪プールもあるよ！

★川崎市子ども夢パーク ( 川崎市高津区 )･･･水遊びもできるよ！

菊名桜山公園(通称カーボン山)
菊名３-１８

菊名池公園
菊名１-８-１

仲手原二丁目公園
仲手原２-２３

新横浜第一公園
新横浜１-２２-６

綱島東三丁目公園
綱島東３-９-３１

コンフォール南日吉
日吉本町４-１０

太尾堤緑道
大倉山７-４０-１

太尾公園
大倉山７-４０-１

太尾南公園
大倉山７-４０-１

太尾町第二公園
大倉山４-１３、１４

菊名いちょう広場
菊名６-１６

大豆戸桜田公園
大豆戸町３１６-７

まだまだあるよ！オススメの公園♪

（すべての電話利用可）

箕輪箕輪

英理女子学院

港北区子育て応援ＭＡＰ

・・・いちょう

・・・梅

・・・桜

・・・公園あそび
・・・トイレ

・・・多目的トイレ

・・・オムツ替えスペース有

プール
有料

プール
有料

有料

観梅会開催。大倉山記念館ではコ
ンサートや子ども向けイベント有

複合遊具「忍者トリデ」がある。
駐車場有（有料）
公園管理事務所内に授乳設備あり

日産スタジアムがある横浜市最大
級のスポーツ公園。
駐車場有 ( 有料 )サッカーボール
広場は小さい子どもにもおススメ！
雨天時は遊水池となる。

鯛ヶ崎公園プレイパーク
野外お話し会なども開催

港北区地域子育て支援拠点
大倉山３-５７-３

☎０４５-５４０-７４２０
どろっぷ

桃まつり・桜まつり開催
こどもログハウス（＊）「モッキー」（授乳設備あり）
カブトムシもいるよ！

（＊）横浜市内各区に１か所あり、子どもたちが楽しく 遊べる遊具
　   がいろいろある。小学生優先利用の施設。

主に０歳から未就学児・妊婦さんとその家族、
地域で子育てを応援している方のための施設。
横浜市各区に１つまたは２つの支援拠点があ
ります。港北区にはどろっぷとどろっぷサテラ
イトの２か所。子どもと保護者が遊び・交流
することができるだけでなく、子育て相談、
子育て情報が提供されています。利用登録の
上、無料で利用できます。また、地域で子育
て支援に関わる方のために研修会なども実施
しています。
※どろっぷには横浜子育てサポートシステム
港北支部事務局があります。

港北区地域子育て支援拠点

綱島東３-１-７ ☎０４５-６３３-１０７８
どろっぷサテライト

園内の遊歩道を散歩できる

たんぽぽにっぱ公園遊び
隣接の新田地区センターでオムツ
替え可

広い公園で親子連れでにぎわって
いる
隣接の樽町地域ケアプラザで
オムツ替え可

室内温水プール（７・８月は無休）
駐車場有（有料）

子ども用プール・２５ｍプール・流水
プール。７月第２土～９月第１日

子ども用プール・２５ｍプール
７月第２土～９月第１日

消防車両を間近で見られます！
新横浜公園で開催される “港北わくわく消防フェスタ”、
新年に開催される “港北区消防出初式” では消防車両
を間近で見られます。
港北区役所２階から港北消防署に行けます！手作りのミ
ニ消防車や珍しい消防車の絵本があったり、子ども用の
消防防火衣を借りることもできます。

マーク ※すべてのマーク（記号）は地図上のマークと同じです。

・・・オススメ公園・プール
・・・地区センター・地域ケアプラザなど

・・・町内会館・自治会館など
・・・子育て支援施設など
・・・地域防災拠点

・・・小学校
・・・中学校
・・・高等学校
・・・特別支援学校
・・・大学
・・・移動図書館
・・・図書貸出

・・・広域避難所

２０２０年１０月発行

紙版では、オススメ公園、公園あそびやイベントなどを行なっている公園を紹介しています。各施設・開催内容の詳細な
どは「ココマップ」ＨＰにも掲載しています。公園の最新情報・メンテナンス情報は港北土木事務所のＨＰをご覧ください。

０～６歳のお子さんとその家族を応援するサイト『ココマップ』
港北区と近隣のイベントや仲間づくり、公園などの情報が
載っています。紙版ココマップのページもあります。

掲載した情報は変更される場合があります。詳細は必ず各施設にお問い合わせください。 地域子育て支援拠点とは？

港北区に６か所（　　～　　）

小学校入学前（主に�～�歳）の子育て
中の家庭のつどいの場所。妊娠中から利
用可能。子どもと保護者が遊び・交流す
ることができます。また、子育てに関する
相談、関連情報の提供、講座などを行っ
ています。
一時預かりを行っているところもあります。

親と子のつどいの広場とは？

「ココマップ」は
共同募金配分金により
作成されています。

赤い羽根共同募金は高齢者を対象とした事業、
障がい者を対象とした事業、児童・青少年を
対象とした事業、住民全般を対象とした事業、
災害等準備金などに使われています。

発　行　：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会
　　　　　〒���-���� 横浜市港北区大豆戸町 ��-� 吉田ビル ���
　　　　　☎ ���-���-����　FAX ���-���-����

大倉山公園・大倉山記念館

・・・授乳設備のある施設

※MAP 上には主なマークのみ掲載

新横浜駅前公園では毎年地域のさま
ざまなイベントが開催されます。地
域のイベント情報は毎月発行される
「広報よこはま港北区版」をチェック！

お散歩にオススメ！
緑道は季節の花や緑豊かで車を気
にせず子どもとお散歩ができます。

ＫＯＫＯ MAP
Kohoku Map with
child-raising info.

Check some info for non-Japanese speakers:
がいこくごのじょうほうはこちらまで
www.kohoku-drop.jp/publics/index/��/
www.kifjp.org/child/

●急な病気やけがで迷ったら
#����・救急受診ガイド

横浜市救急相談センター (#7119)
〇医療機関案内（電話機の１番を選択）
　救急受診できる病院・診療所を知りたい場合。
　聴覚障害者専用 FAX���-���-����
　（FAX 受付後に病院・診療所と調整のうえ、
　  折り返します。）
〇救急電話相談（電話機の２番を選択）
　 今すぐに受診すべきか、救急車を呼ぶべきか
　 相談したい場合。

〈年中無休 /２４時間対応〉

#����☎
（携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ回線）

または、

休日救急
港北区休日急患診療所 ( 菊名７-８-２７)

日・祝・年末年始 ��:��~��:��
���-���-����☎

(��/�� ～�/�)

子どもの全身状態を見て、もし命の危険を感じたら
迷わずに���番

■急病時の対処方法など
‟ONLINE QQ” (日本小児科学会 )

横浜市救急受診ガイド

●お子さんのご相談で電話がつながりにくいときは
かながわ小児救急ダイヤル

●たばこ、洗剤、化粧品などを誤飲・誤食してしまったとき
中毒情報相談室

※ダイヤル回線、ＩＰ回線、ＰＨＳなどご利用の場合は、
( 毎日１８時～２４時 )

急な病気やけがで、救急車を呼ぶか、病院・診療所を受診するか迷った際に、パソコンまたは
スマートフォンから「横浜市救急受診ガイド」にアクセスし、該当する症状を選択すると、緊急度や
受診の必要性を判断できます。

#����☎
���-���-����☎

( 神奈川県医師会 ) ���-���-����☎

横浜市救急受診ガイド

港北区に２か所（　　・　　）

エ

日吉本町鯛ヶ崎公園
日吉本町５-６２

綱島公園 綱島台１

岸根町７２５
岸根公園

大倉山２-１０

小机町３３００
新横浜公園

高田西４-２５
高田西公園

新吉田町３０９９-１
新田公園

樽町１-４５８-１
樽町しょうぶ公園

横浜市港北区
育児支援センター園

港北保育園

仲手原２-２０-１９
☎０４５-４２１-８５８９
( 月～金 ９:００～１６:００)

綱島上町中央公園
綱島西３-２３

箕輪舟下公園
箕輪町２-１０

日吉六丁目鏡ケ淵公園
日吉６-６

新吉田町公園
新吉田東３-１９

新吉田第一公園
新吉田東６-２６

新田緑道
新羽町２０９７

公園遊びの会わくわく ブランコ・複合遊具などあり
さくらまつり開催

太尾公園つちのこプレイパーク

さくらまつり開催

おひさまたんけんたい

菊名ぴょんぴょん

遊具と広場に分かれている

ＷＡＩＷＡＩみんなの箕輪クラブ

宮前赤ちゃん会パート２
日吉ろっこうプレイパーク

エルマーとお日様の会

遊具と広場に分かれている

せせらぎ・すべり台・砂場などあり

八重桜がきれい。季節のイベントなど
も開催されている

しのはランド ( 公園遊び )

地域のイベント ( 夏祭り ) など開催

公園あそびの会おるたん

移動図書館はまかぜ号(隔週水 )

移動図書館はまかぜ号 ( 隔週金 )

港北区内の公園はすべて「ココマップ」ＨＰに掲載しています♪ （★）･･･ココマップＨＰ特集 “親子でおでかけ企画” に紹介記事掲載！

親と子のつどいの広場

日吉本町４-１-５５-１０１
☎０４５-６２８-９５１０

こんぺいとう

親と子のつどいの広場

高田西４-１-１
☎０４５-５９２-６６０８

「たかたんのおうち」
親と子のつどいの広場

新吉田東６-２５-１０
☎０４５-７１８-５７７２

ともとも

親と子のつどいの広場

篠原北１-２-１８
☎０４５-４３９-７４４７

おやこの広場びーのびーの
親と子のつどいの広場

樽町１-２２-２７-１Ｆ
☎０４５-７１７-８２０６

ひだまり

親と子のつどいの広場

岸根町５３９-１ ブリズ岸根公園 ���
☎０４５-６４２-４８０９

つどいの広場 ぽっけ綱島台１
綱島公園プール

小机町 ����-�( スタジアム内 )
日産ウォーターパーク

菊名 �-�-�
菊名池公園プール

地図出典：電子地図 ����（国土地理院）をもとに作成

電車が見えるよ！
新幹線、東横線、地下鉄の電車が
間近に見えます。トンネルから出て
くる新幹線は迫力満点！

<港北区野菜直売所>
区内に採れたての野菜や果物、花
苗を購入できる直売所がたくさん
あります。

���-���-����☎

制　　作：認定ＮＰＯ法人 びーのびーの
デザイン：戸原 貴子、堀之内 宏美
イラスト：北村 舞
問合せ先：認定ＮＰＯ法人 びーのびーの 地域ｒｅｍｉｘ
　　　　　☎ ���-���-����　FAX ���-���-����

２４時間３６５日

特

日産ウォーターパーク

横浜国際総合競技場
（日産スタジアム）

小机町宮原公園

篠原園地

水遊びもできるよ♪
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