
３  公園・スポーツ・レクリエーション施設             平成 29．４．１現在 

名称及び位置        開設期日 
敷地面積 

(㎡) 

建物延面積 

(㎡) 
施 設 内 容        

桃 浜 町 庭 球 場         

(桃浜町34-18) 
S40. ９ 8,281.50 204.00 

砂入り人工芝コート８面、管理室、本部室、 

更衣室、シャワー、トイレ 

(平成20年12月全面改修) 

軟 式 庭 球 場         

(田村９-25-１) 
S45. ８ 9,900.00 201.72 

軟式専用コート 10 面、管理室、本部室、  

更衣室、シャワー、トイレ 

王御住運動広場         

(岡崎3269-63) 
S48. ３ 9,316.17 26.42 野球場１面、トイレ 

江陽中学校夜間         

照 明 施 設         

(浅間町８-１) 

S54. ４. ２ 
9,000.00 

(被照明面積) 
4.00 

照明ポール８基(72 灯)、管理室、倉庫、軟

式野球、サッカー、ソフトボール、陸上競技 

太洋中学校夜間         

照 明 施 設         

(高浜台７-１) 

S56. ８. １ 
7,523.00 

(被照明面積) 
9.93 

照明ポール６基(64灯)、管理室、倉庫、軟式

野球、サッカー、ソフトボール、陸上競技 

金目中学校夜間         

照 明 施 設         

(南金目1013-２) 
S60. ８. １ 

11,823.00 

(被照明面積) 
6.62 

照明ポール８基(64 灯)、管理室、用具庫、

軟式野球、サッカー、ソフトボール、陸上競

技 

大住中学校夜間         

照 明 施 設         

(城所649) 
S63. ４. １ 

10,989.00 

(被照明面積) 
7.56 

照明ポール６基(57 灯)、管理室、倉庫、軟

式野球、サッカー、ソフトボール、陸上競技 

浜 岳 中 学 校 夜 間 

照 明 施 設 

（龍城ヶ丘４-26） 
H15. ３.15 

6,170.00 

(被照明面積) 
17.39 

照明ポール５基（31灯）、管理室、用具庫、 

軟式野球、サッカー、ソフトボール、陸上競

技 

旭 小 学 校 夜 間         

照 明 施 設         

(河内307) 
H３. ４. １ 

5,730.00 

(被照明面積) 
    

照明ポール７基(60灯)、用具庫、サッカー、

ソフトボール等 

真土小学校夜間         

照 明 施 設         

(西真土４-３-１) 
H５. ４. １ 

4,230.00 

(被照明面積) 
 
照明ポール７基(56灯) 、用具庫、サッカー、

ソフトボール等 

横内小学校夜間         

照 明 施 設         

(横内2687) 
H７. ４. １ 

4,463.00 

(被照明面積) 
 
照明ポール７基(52灯) 、用具庫、サッカー、

ソフトボール等 

八 幡 小 学 校 夜 間 

照 明 施 設         

(東八幡３-８-１) 
H16. ４. １ 

4,104.00 

(被照明面積) 
9.93 

照明ポール５基(39灯) 、管理室、サッカー、

ソフトボール等 

大神スポーツ広場 

(大神3450ほか) 
S43. ４.13 

190,216.8

5 
264.00 

野球場９面、サッカー場３面、移動式トイレ

６基、水飲場11基、管理棟(トイレ・シャワ

ー) 
湘 南 ひ ら つ か 
パークゴルフ場 

(上吉沢 1579-１) 
H22.10.20 24,629.09 136.50 

パークゴルフ場18ホール、管理棟（事務室、
休憩室、更衣室、トイレ、倉庫） 

 

 

 



土沢野球場 

(上吉沢1689-１) 
H22.10. １ 11,594.68 424.02 野球場１面、トイレ棟 

土沢多目的広場 

(上吉沢1689-１) 
H22.10. １ 10,999  多目的広場 

見 附 台 広 場 

(見附町16-2) 
H17. 7. 1 7,820.60  

芝生広場 
※この広場は、今後予定している見附台周辺地区の

整備開始までの暫定的なものです。 

紅谷町まちかど広場 
(紅谷町12－21) 

H17. 4.24 455.63  ステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都市公園      

街区公園 216箇所     

名称 位置 
開設面積 

名称 位置 
開設面積 

ｈａ ｈａ 

青柳公園 代官町18-１ 0.35  蔵邸公園 馬入本町11 0.24  

明石町公園 明石町21-１ 0.13  黒部丘第一公園 黒部丘319-５ 0.05 

茜公園 夕陽ケ丘９ 0.45  黒部丘第二公園 黒部丘319-６ 0.05 

朝霧公園 千石河岸61-６ 0.05  小鍋島橋下公園 小鍋島669-６ 0.08 

旭第１公園 徳延32 0.33  小松原公園 田村五丁目5386-３ 0.13  

天沼公園 天沼309-29 0.02  御所ケ谷公園 岡崎3139-１ 0.01  

天沼北公園 天沼502－５ 0.05 御殿公園 御殿二丁目1047-１ 0.15 

有明公園 札場町10-８ 0.15  御殿北公園 御殿三丁目1504-２ 0.02  

伊勢山公園 中原三丁目724-１ 0.14  五領ケ台公園 広川736-１ 0.71  

一ノ坪公園 万田18-２ 0.03  幸町公園 幸町７-２ 0.18  

一里塚公園 中原二丁目592-３ 0.03  桜ケ丘南公園 桜ケ丘166-２ 0.02  

出縄尾崎公園 出縄249-10 0.02  桜河岸公園 千石河岸13-７ 0.10  

出縄高通し公園 出縄489-20 0.03  真田久保公園 真田二丁目３-２ 0.30 

入野さくら公園 入野15 0.06 真田公園 真田四丁目386-６ 0.20  

老松町公園 老松町12 0.29  真田西公園 真田四丁目490-27 0.02  

大神公園 大神2336 0.55  真田谷津公園 真田二丁目23-２ 0.10 

大神北公園 大神2573-12 0.03  真田与一公園 真田一丁目14-26 0.50 

大久保公園 諏訪町1449-１ 0.81  鮫川公園 東八幡三丁目704-８ 0.02  

おおくぼ公園 北金目三丁目25-15 0.23 鮫川東公園 東八幡三丁目716-３ 0.03  

大真土東公園 東真土二丁目293－３ 0.03 山王山公園 日向岡二丁目１-３ 0.47  

大鳥公園 平塚二丁目20-１ 0.18  汐崎公園 千石河岸38 0.09  

大縄橋公園 御殿三丁目951-３ 0.02  東雲公園 宮の前７-20 0.12  

大原公園 大原73-６ 0.05  四之宮公園 四之宮五丁目811-２ 0.13  

王御住公園 岡崎3269-64 0.10  四之宮山王公園 四之宮一丁目31-３ 0.02  

岡崎上ノ入公園 岡崎3386 0.11  四宮山王北公園 四之宮二丁目52-４ 0.02  

岡崎宮東公園 岡崎3927-14 0.03 四之宮天神前公園 四之宮二丁目148-２ 0.03  

長姫公園 代官町32-６ 0.10  四之宮通町公園 四之宮五丁目961-３ 0.02  

片岡稲荷山公園 片岡1168-22 0.02  四之宮林第１公園 四之宮六丁目1007-２ 0.02  

片岡矢畑公園 片岡1063-25 0.02  四之宮林第２公園 四之宮六丁目1006-４ 0.02  

叶谷公園 日向岡一丁目16-９ 0.25  下島西公園 下島999-５ 0.07  

上ノ入東公園 岡崎3327-５ 0.02  下島東公園 下島1059-11 0.04  

上平塚公園 上平塚223-３ 0.04  下花水公園 唐ヶ原108-６ 0.03  

川井公園 纒683-１ 0.14  シロミ塚公園 御殿三丁目1486-２ 0.03  

北久保公園 北金目二丁目５-７ 0.40 新川端公園 御殿四丁目1341-３ 0.03  

北久保第２公園 北金目一丁目１-41 0.02 新川端北公園 御殿四丁目1277-２ 0.04  

公所公園 公所４ 0.53 新川端西公園 御殿四丁目1368-13 0.02  



名称 位置 

開設面

積 
 

名称 

 

位置 

開設面

積 

ｈａ ｈａ 

新川端東公園 御殿四丁目1344-２ 0.02 田村天神前公園 田村八丁目6316-15 0.02 

新宿公園 明石町８-１ 0.19  田村道半公園 田村一丁目 5580 0.03  

真土一ノ域公園 東真土四丁目10-１ 0.25  田村馬場公園 田村七丁目 5775-７ 0.02  

真土三谷東公園 東真土一丁目351-２ 0.04  田村宮の前公園 田村七丁目 6157 0.16  

真土東公園 東真土一丁目322-14 0.02  達上ケ丘北公園 達上ケ丘1450-167 0.03  

真土南公園 西真土一丁目1522-２ 0.03  達上ケ丘東公園 達上ケ丘1450－143 0.03  

神明久保公園 四之宮一丁目897-４ 0.06 月見公園 幸町18 0.30  

神明公園 四之宮一丁目881-２ 0.03  土屋石橋公園 土屋2259-１ 0.05  

神明第２公園 四之宮一丁目861-２ 0.02  寺田縄えのしろ公園 寺田縄1069-１ 0.78  

神明第３公園 四之宮一丁目878-２ 0.03  寺田縄公園 寺田縄121－３ 0.06  

須賀夕映え公園 須賀2647-１ 0.08  天神森公園 田村八丁目 6274－２ 0.03  

鈴川東公園 御殿四丁目1001-４ 0.02  天神森北公園 田村九丁目 6719－６ 0.08  

菫平公園 菫平104 0.14  天摩公園 西八幡三丁目 811－２ 0.03  

菫平北公園 菫平273-３ 0.09  唐ケ原公園 唐ケ原123－６ 0.11  

菫平西公園 菫平263-４ 0.11  徳延公園 徳延541－４ 0.12  

菫平南公園 菫平273-５ 0.17  徳延古屋敷公園 徳延534-７ 0.06  

諏訪町公園 諏訪町1515-６ 0.10  徳延向畑公園 徳延490－10 0.10  

諏訪町第２公園 諏訪町778-24 0.03  豊田小嶺公園 豊田小嶺390－１ 0.16  

千石河岸公園 千石河岸30-31 0.03  中久保公園 北金目三丁目 17-20 0.17  

袖ケ浜太洋公園 袖ケ浜14-９ 0.01  中原公園 中原二丁目 1243－３ 0.16  

袖ケ浜南公園 袖ケ浜1997-28 0.03  中原北公園 中原二丁目 44７－31 0.01  

太陽公園 田村二丁目5464-５ 0.16  錦町公園 錦町８ 0.14  

高根笹本公園 高根８-３ 0.02  西仲町公園 平塚四丁目 19 0.24  

高根笹本第二公園 高根48-15 0.04 虹ケ浜公園 虹ケ浜23－１ 0.07  

高浜公園 高浜台１-17 0.16  虹ケ浜東公園 虹ケ浜23－３ 0.07  

高浜台公園 高浜台19-５ 0.05  虹ケ浜西公園 虹ケ浜18 0.03  

高浜台第２公園 高浜台９-11 0.03  虹ケ浜南公園 虹ケ浜293-２ 0.04  

高浜台第３公園 高浜台29-９ 0.04  二十四軒町公園 平塚一丁目 15 0.17  

高浜台第４公園 高浜台29-10 0.04  羽衣公園 桃浜町223 0.18  

宝町公園 宝町10-３ 0.09  八間通り公園 立野町1704 0.18  

宝町西公園 宝町９-17 0.02  花水公園 花水台281-２ 0.06  

立野町公園 立野町432 0.08  花水台公園 花水台176-９ 0.13  

立野町北公園 立野町1677-３ 0.04  浜岳公園 菫平270-３ 0.18  

田村植竹公園 田村六丁目16-12 0.02  馬入公園 八千代町５ 0.40  

田村けやき公園 田村四丁目184-１ 0.20  東豊田公園 東豊田480-12 0.90  

田村第１公園 田村三丁目5252-４ 0.10  東仲町公園 平塚二丁目 27 0.08  

田村第２公園 田村二丁目5234-４ 0.09  東中原公園 東中原二丁目 2800 0.18  

田村長者公園 田村一丁目4551-１ 0.03  東中原一丁目公園 東中原一丁目2404‐９ 0.02  



 

名 称 

 

位置 

開設面

積 
 

名称 

 

位置 

開設面

積 

ｈａ ｈａ 

東中原一丁目第二公園 東中原一丁目2453-12 0.02  見附町公園 見附町11-２ 0.04  

東中原二丁目公園 東中原二丁目663-２ 0.02  みどりケ丘北公

園 

岡崎5951-30 0.16  

東浜岳公園 松風町２-３ 0.02  みどりケ丘南公

園 

岡崎3233-33 0.35  

東八幡公園 東八幡二丁目354-１ 0.12  港公園 札場町38-５ 0.53  

東八幡第２公園 東八幡三丁目724-２ 0.08  南原稲荷木公園 南原一丁目 469-５ 0.06  

広川立中山公園 広川 605-２ 0.03  南原南公園 南原一丁目 398-２ 0.02  

広川南の丘公園 広川 300-10 0.03  宮の前公園 宮の前９-21 0.02  

富士見町公園 富士見町 1644-２ 0.04  宮松町公園 宮松町213-８ 0.02  

ふじみ野第１公園 ふじみ野二丁目6469-10 0.09  宮松町あおぞら公園 宮松町46-４ 0.35  

ふじみ野第２公園 ふじみ野二丁目6288-21 0.19  宮松町すこやか公園 宮松町40-４ 0.20  

ふじみ野第３公園 ふじみ野一丁目6044-４ 0.14  宮松町第２公園 宮松町192-５ 0.02  

ふじみ野第４公園 ふじみ野一丁目5971-60 0.19  宮松町東公園 宮松町189-３ 0.02  

フリサク公園 東八幡四丁目 836-２ 0.02  明神公園 夕陽ケ丘60-２ 0.14  

フリサク北公園 東八幡四丁目 842-２ 0.02  向山公園 日向岡二丁目 16-７ 0.20  

文化公園 浅間町５-１ 0.40  村井弦斎公園 八重咲町22-５ 0.29  

紅谷町公園 紅谷町 15-16 0.07  めぐみが丘中央公園 めぐみが丘一丁目10-５ 0.19  

松影公園 松風町 240 0.05  もえぎ第１公園 真田四丁目 547-１ 0.06  

松風公園 松風町 140-４ 0.56  もえぎ第２公園 真田四丁目 557-65 0.08  

松風北公園 松風町 185-５ 0.03  桃浜第２公園 桃浜町65-11 0.03  

松風町公園 松風町 279 0.08  八重咲町公園 八重咲町11-５ 0.06  

松風南公園 松風町 143-３ 0.05  八千代町公園 八千代町18-１ 0.09  

松葉公園 日向岡二丁目８-８ 0.63  柳町公園 平塚四丁目 27 0.16  

纒公園 纒 72-６ 0.03  柳町西公園 平塚五丁目 16-２ 0.03  

纒北公園 纒 495-２ 0.05  山下北公園 山下1096-２ 0.31  

万田公園 万田 441-26 0.03  山下の里公園 山下10-１ 0.03  

万田井戸久保公園 万田 509-７ 0.02  山下西公園 山下791-３ 0.33  

万田貝殻坂公園 万田 349-４ 0.19  山下東公園 山下726-２ 0.34  

万田貝塚の里公園 万田 490 0.07  八幡公園 西八幡一丁目 29-３ 0.45  

万田滝坂公園 万田 821-３ 0.07  夕陽ケ丘公園 夕陽ケ丘32-６ 0.14  

万田南公園 万田 610-１ 0.03  横内南公園 横内4255－48 0.03  

万田宮の前公園 万田 1109-９ 0.33 龍城ケ丘公園 龍城ケ丘45-２ 0.21  

万田柳町公園 万田 312-4 0.03 龍城ケ丘青松緑地 龍城ケ丘70-22 0.09  

三島公園 夕陽ケ丘60-４ 0.26 龍城ケ丘東公園 龍城ケ丘45-35 0.02  

溝ノ尾公園 北金目一丁目 19-７ 0.10 若葉公園 田村二丁目 5567-３ 0.06  

 

 

 



 

近隣公園 13箇所 

     

名称 位置 
開設面積 

ｈａ 
名称 位置 

開設面積 

ｈａ 

金目親水公園 北金目三丁目914 1.33 見附台公園 見附町16-３ 0.70 

真土大塚山公園 西真土三丁目1019-１ 2.20 桃浜公園 桃浜町２-１ 1.10  

須賀公園 夕陽ケ丘21 0.90  四十瀬川公園 平塚三丁目４ 1.20  

高村公園 高村192-16 0.90  めぐみが丘公園 めぐみが丘二丁目24 1.17 

達上ケ丘公園 達上ケ丘40 1.20  桜ケ丘公園 桜ケ丘100-１ 2.20 

なでしこ公園 撫子原26-１ 0.80 塚越公園 北金目1610-１ 1.00 

八幡山公園 浅間町１-１ 1.60     

 

 

総合公園 ２箇所     

名称 位置 
開設面積 

名称 位置 
開設面積 

ｈａ ｈａ  

湘南海岸公園 高浜台34-１ 12.29 平塚市総合公園 大原１-１ 30.30  

   

運動公園 １箇所     

名称 位置 
開設面積 

h a 

馬入ふれあい公園 中堂246-１ 10.04  

風致公園  １箇所  

名称 位置 
開設面積  

ｈａ    

高麗山公園 万田790 23.94     

墓園 １箇所     

名称 位置 
開設面積    

ｈａ    

平塚市土屋霊園 土屋4300 10.40    

      

 

  



都市緑地 42箇所     

名称 位置 
開設面積 

名称 位置 
開設面積 

ｈａ ｈａ 

朝霧河畔緑地 千石河岸61-１地先 0.21  豊田本郷緑地 豊田本郷1638 0.10  

愛宕山公園 土屋3960-３ 1.33  豊原町緑地 豊原町1403-１ 0.03  

出縄谷戸緑地 出縄576-１ 0.04  長持かすみ町公園 長持209 0.44  

江戸見附緑地 見附町１-１ 0.01 撫子原緑地 撫子原229 0.11  

大神緑地 大神2885-４ 0.30  東豊田緑地 東豊田474-１ 0.20  

大浜緑地 須賀2000-20 0.01  東八幡緑地 東八幡五丁目1706-17 0.16 

片岡和田緑地 片岡859-32 0.04 平塚の塚緑地 平塚四丁目10-８ 0.12  

春日緑地 平塚四丁目18-17 0.06  松風緑地 松風町184-18 0.02  
黒部丘ちびっこ公園 黒部丘152-３ 0.09  松風北緑地 松風町109－３ 0.10 

河内緑地 河内69-３ 0.08  松風町緑地 松風町80 0.60  

桜ケ丘緑地 桜ケ丘127 0.10  纒しょうぶ園 纒448-１ 0.14 

浅間緑地 追分２-７ 0.80  万縄の森 万田1108 0.53  

袖ケ浜北緑地 袖ケ浜９-６ 0.06  見附台緑地 見附町31-１ 0.03  

高村第１緑地 高村204-４ 0.01  南原公園 南原三丁目446-１ 0.16  

高村第２緑地 高村105-５ 0.01  めぐみが丘緑地 めぐみが丘一丁目22-１ 0.09 

高村第３緑地 高村166-10 0.01  めぐみが丘第2緑地 めぐみが丘二丁目９‐71 0.93 

高村第４緑地 高村171-５ 0.01  めぐみが丘第3緑地 めぐみが丘二丁目９‐73 0.25 

高村第５緑地 高村190-３ 0.01  めぐみが丘第4緑地 めぐみが丘一丁目23‐２ 0.64 

高村第６緑地 高村26-２ 0.04  桃浜町緑地 桃浜町15-１ 0.04  

立堀親水公園 御殿四丁目1407-１先 0.32  八雲公園 中里136-１ 0.29  

立堀緑地 御殿四丁目1404-２ 0.02  山下緑地 山下288-１ 0.09  

   

(緑道 ４箇所)      

名称 位置 
開設面積 

名称 位置 
開設面積 

ｈａ ｈａ 

豊田緑道 東豊田480-48 0.80  馬入緑道 中堂及び堤町地内 0.58  

西真土緑道 西真土地内 0.18 纒緑道 纒65-５ 0.78  

 

  



（平塚市総合公園         ） 

名称及び位置 開設期日 
敷地面積

（㎡） 

建物延面積

（㎡） 
施 設 内 容           

平 塚 球 場       

（大原1-1） 
S60. 3.20 23,448.07 12,969.05 

両翼91m、中堅120m、内野クレー、外野芝生、収

容人員16,000人(内野8,000人、外野8,000人)、

照明塔６基(投捕間1,500ルクス、100％、70％、

45％点灯切替可能)、スコアボード LED 方式４階

建、グラウンド壁面ラバーフェンス、内野スタン

ド、室内投球場、次試合選手控室、カメラマン席、

ダッグアウト、選手更衣室、シャワー室、審判室、

審判控室、放送室、印刷記録室、本部室、大会役

員室、記者室、会議室、医務室、身障者室、備蓄

庫 

平塚競技場 

(大原1-1) 
S62. 3.15 31,522.71 17,223.5 

トラック 全天候型１周 400m８コース、直走路Ｈ

型(下層アスファルトコンクリート、表層ウレタ

ンエンボス状仕上げ)インフィールド 全面芝生、

雨天走路 73ｍ×2コース 

収容人員15,732人(メインスタンド 5,489人、バ

ックスタンド 5,281 人、立見席 4,962 人)、照明

塔 4基(1,500ルクス、100％、70％、35％、点灯

切替可能)、大型映像装置、電光式スコアボード、

役員室、ミーティングルーム、放送室(１Ｆ、３

Ｆ)、ＴＶ中継室、伝送室、印刷室、記録室、医

務室、カメラマン控室、審判控室、記者室、多目

的室、ドーピング検査室、更衣室、シャワー室、

写真判定室、器具庫、エレベーター 

 

宿泊研修所       

(大原1-1) 
H元. 5. 1 2,693.00 1,765.04 

（宿泊棟）鉄筋コンクリート造４階建 

収容人員99名、和室9室、洋室27室、会議室、

談話室２室、浴室 

（附属棟）鉄骨造２階、食堂、事務室 

日 本 庭 園       

(大原1-1) 
H元.10. 6 8,153.76 16.00 

回遊式庭園、池、流れ、滝、木橋、石橋、四阿、

園亭、水琴窟、灯籠、庭門 

レストハウス 

(大原1-1) 
H元.10. 6 1,100.00 1,059.59 

（レストラン）テーブル 92席、和室２(18畳、7.5

畳)、厨房、パントリー、ホール(レセプションル

ーム)立食150人、パントリー 

野外ステージ 

(大原1-1) 
H 2. 3.21 879.57 98.01 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造ドーム型、観覧席

芝生621.30㎡ 

テニスコート 

(大原1-1) 
H 3. 3.22 4,824.35  

コート  砂入人工芝全天候型４面、照明塔 15 基

(300ルクス)、観客席、芝生 1,105.24㎡ 

ふれあい動物園 

(大原1-1) 
H 3. 3.22 7,726.22 443.57 

管理棟鉄骨造平家建346.0㎡、ポニー舎木造平家

建97.57㎡他４舎、ポニー乗馬場、ふれあいコー

ナー629.0㎡ 

 

 

 



名称及び位置 開設期日 
敷地面積

（㎡） 

建物延面積

（㎡） 
施 設 内 容           

平塚総合体育館 

(大原1-1) 
H 3. 3.22 11,568.02 17,923.21 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下１階地上３

階建 

（メインアリーナ棟）9,171.87㎡ 

第１体育室 48.0×36.0ｍ 天井高 13.5～18.5

ｍ、放送室、控室４、更衣室２、器具庫、観覧席

1,848席、冷暖房設備、照明設備、電光記録設備、

ランニングコース１周200ｍ、会議室Ｂ41.1㎡、

売店20.75㎡、第１武道場 604.5㎡(232畳一部板

張り)、更衣室２、師範室１、控室１、第２武道

場604.5㎡(板張り33.0×17.0ｍ)、更衣室２、師

範室１、控室１ 

弓道場 467.22㎡６～８人立ち(和弓近的 28ｍ)、

師範控室、巻わら室、的場、看的場、更衣室２、

観覧席120席 

（サブアリーナ棟）4,017.13㎡ 

第２体育室 34.0×20.0ｍ 天井高 9.3～10.5ｍ、

放送設備 

第３体育室 25.5×13.5ｍ、 

トレーニングルーム467.2㎡、 

会議室Ａ187㎡、更衣室２、身障者用更衣室１ 

（温水プール棟）4,266.99㎡ 

50ｍプール(公認)  長水路 50ｍ ９コース、短水

路 25ｍ８×２＝16 コース、20ｍプール、指導員

室、控室２、更衣室２、身障者用更衣室１、器具

庫２、採暖室、医務室、観覧席 580席冷暖房設備、

放送設備、電光記録設備 

相 撲 場       

(大原1-1) 
H10. 7.28 94,562.2 90.25 鉄骨平家建90.25㎡ 

 



（馬入ふれあい公園） 

名称及び位置 開設期日 
敷地面積

（㎡） 

建物延面積

（㎡） 
施 設 内 容           

ひらつか 

アリーナ 

（中堂246-1） 

H16. 8. 9 7,872.00 10,181.89 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下１階地上２

階建 

アリーナ3,485㎡ 天井高12.5～21ｍ、多目的ル

ーム124㎡、チャイルドルーム 44㎡、会議室130

㎡、和室 21 畳、放送室、医務室、控室３、更衣

室シャワールーム２、器具庫３、観覧席（固定席

796 席、車椅子席８席、可動席（ロールバックチ

ェア 348席））、ランニングコース約 300ｍ、冷暖

房設備、照明設備、電光記録設備 

馬入 

サッカー場 

人工芝サッカー

グラウンド 

(中堂246-1) 

H14. 4. 1 13,124.80 
357.31 

（管理棟） 

人工芝サッカーグラウンド 105ｍ×68ｍ、照明灯

８基、管理棟（多目的室、更衣室、トイレ、シャ

ワー）、シャワー棟、多目的棟 

天然芝サッカー

グラウンド 

(馬入字備中島) 

H18.7.1 27,633.18  天然芝サッカーグラウンド105m×68m×２面 

 

（湘南海岸公園） 

名称及び位置        開設期日 
敷地面積 

(㎡) 

建物延面積 

(㎡) 
施 設 内 容        

湘南ひらつか 

ビーチパーク 

（高浜台33-１） 

愛称：湘南ベルマ

ーレひらつかビ

ーチパークby 

shonanzoen 

H７.７.１ 28,846.74 372.00 

湘南ひらつかビーチセンター（事務室、情報プラ

ザ、売店、更衣室、便所、シャワー、ライフセー

バー詰所、研修室） 

ビーチバレーコート(10面) 

ビーチサッカーコート(１面) 

ビーチフットボールコート(１面) 

スリーオンスリーバスケットコート(１面) 

多目的広場（２面）、浜辺のさんぽ道 

フットサルコート 
(湘南海岸公園内） 

H17. ４. １ 38m×18ｍ  
コート１面、ゴール（常設）、防球ネット（高さ

５ｍ） 

 

（プール） 

名称及び位置        開設期日 
水面積 

(m×m＝㎡) 

水  深 

(m) 
施 設 内 容        

湘南海岸公園プール 

(高浜台地内) 
S42. ７. １ 

大  50×20  1,000 

中  25×15    375 

小  20×15    300 

1.5～1.2 

1.0～0.8 

0.6～0.4 

管理棟、売店、便所、ポンプ室 

大神公園プール         

(大神地内) 
S50. ３.26 

大  25×13    325 

小  6.0  円形   28 

1.2～1.0 

0.5～0.3 
管理棟、便所、ポンプ室、物置 

大久保公園プール 

（諏訪町地内） 
S41．７．１ 変形 24×12 288 0.7～0.4 管理棟、便所、ポンプ室 

 


