
神武寺～鷹取山

京急線神武寺駅又はJR横須賀線東
逗子駅から神武寺まで徒歩約20分。
神武寺から鷹取山へは徒歩約20分。
鷹取山へは京急線追浜駅から京急
バス湘南たかとり団地循環で「たか
とり小学校」下車、徒歩約10分

26 散策ハイキング向け

アクセス

茅ケ崎里山公園

小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横
浜市営地下鉄湘南台駅西口または
JR茅ヶ崎駅から神奈川中央交通バス
文教大学行きで「芹沢入口」下車、徒
歩約5分。公園２カ所に有料駐車場
(東・西駐車場)、北駐車場は無料

25

アクセス

公園ウォーキング向け

パークセンター多目的ホール
9:00-17:00

スタンプ台設置場所

①神武寺客殿前広場（屋外）
②鷹取山管理人詰所（屋外）

スタンプ台設置場所

散在ガ池森林公園23

JR東海道線・横須賀線大船駅から江
ノ電バス鎌倉湖畔系統で「今泉不動」
下車、徒歩約５分。JR北鎌倉駅から
徒歩約30分。

24

小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横
浜市営地下鉄湘南台駅西口から神
奈川中央交通バス慶応大学行き終点
下車、 徒歩約10分。少年の森には綾
瀬車庫行き「御所見中学校前」下車、
徒歩約10分。少年の森に駐車場

公園ウォーキング向け 公園ウォーキング向け

アクセス

※公園整備工事中

管理事務所（屋外） 8:30-17:15

スタンプ台設置場所
藤沢市少年の森管理事務所9:00-16:30
（2023年度から公園管理棟に移管予定）

スタンプ台設置場所

山崎･台峯緑地

JR横須賀線北鎌倉駅下車。山崎･台
峯緑地入口の南管理事務所まで徒
歩約30分。鎌倉中央公園へは湘南モ
ノレール湘南町屋駅から徒歩約15分

21

アクセス

公園ウォーキング向け
鎌倉広町緑地

湘南モノレール西鎌倉駅下車、
御所谷入口まで徒歩約10分

22 公園ウォーキング向け

アクセス

南管理事務所（屋外） 8:30-17:15

スタンプ台設置場所
管理事務所 8:30-17:15

スタンプ台設置場所

※公園整備工事中

土屋の雑木林19

JR平塚駅北口または小田急線秦
野駅南口から神奈川中央交通バス
で「七国荘」下車

散策ハイキング向け
吉沢～鷹取山20

JR平塚駅北口または小田急線秦野駅
南口から神奈川中央交通バスで「神
戸」下車、吉沢公民館まで徒歩2分

散策ハイキング向け

アクセス

平塚市七国荘（屋外）

スタンプ台設置場所

平塚市立吉沢公民館（玄関ホール）
9:00-22:00

スタンプ台設置場所

やと

遠藤笹窪谷

アクセス

アクセス

玄倉川の渓畔林

小田急線新松田駅から富士急湘南
バス西丹沢ビジターセンター行きで
「玄倉」下車。玄倉に町営駐車場

アクセス

41 西沢 [下棚・本棚]42

小田急線新松田駅から富士急湘南
バス西丹沢ビジターセンター行きで
終点下車。西丹沢ビジターセンター
駐車場（限定20台）

登山経験者向け散策ハイキング／登山経験者

玄倉商店（屋外） 9:00-17:00

スタンプ台設置場所
県立西丹沢ビジターセンター

8:30-16:30（冬16:00）

スタンプ台設置場所

高麗山39

JR東海道線大磯駅から高来神社を
経て高麗山の山頂まで徒歩約50分
（車利用の場合）湘南平駐車場

アクセス

高麗山公園レストハウスRF
9:30-21:30

スタンプ台設置場所

小田急線秦野駅またはJR東海道線二
宮駅から神奈川中央交通バス中井町
役場入口行き終点下車、中井中央公園
まで徒歩約20分。中井中央公園駐車場

40
公園ウォーキング向け

アクセス

中井町の雑木林

なかい里都まちＣＡＦＥ
10:30-17:00（秋冬16:00）

スタンプ台設置場所

座間谷戸山公園

小田急線座間駅下車、徒歩約10分
（車利用の場合）公園駐車場

37

アクセス

公園ウォーキング向け

はやま三ｹ岡山緑地

JR逗子駅または京急逗子･葉山駅から
京急バス長井行き「向原」下車、「あじさ
い公園入口(Le Bosque)」まで徒歩約5
分、海岸周り葉山町行き「真名瀬」下車
、「真名瀬コース入口」まで徒歩約5分

38

アクセス
パークセンター案内カウンター

9:00-17:00

スタンプ台設置場所
Le Bosque （ル･ボスケ)
オリーブオイル店（営業日：木～日祝）
10:30～13:00/14:00～18:00(冬17：00)

スタンプ台設置場所

小田急線伊勢原駅から神奈川中央交通バス「
大山ケーブル」下車。日向薬師へは小田急線
伊勢原駅から日向薬師行きのバスで終点下車

35
散策ハイキング／登山経験者(大山)

いせはら塔の山
緑地公園36

小田急線伊勢原駅から神奈川中央
交通バス栗原行き「東京農大伊勢原
農場前」または「栗原」下車、徒歩約
13分。パークセンターに駐車場

公園ウォーキング向け

アクセス

パークセンター 9:00-17:00

スタンプ台設置場所

①大山ケーブル駅 運行時間内
②日向薬師本堂内外陣 10:00-16:00

※雨天(天候悪化)時は閉門によりスタンプ利用不可

③伊勢原駅観光案内所
（駅ナカクルリンハウス）9:00-17:00

④ヤビツ峠レストハウス(屋外)

スタンプ台設置場所

大山～日向薬師
散策ハイキング向け

公園ウォーキング／散策ハイキング

アクセス

アクセス

あつぎこどもの森公園

小田急線本厚木駅下車、厚木バス
センターから神奈川中央交通バス「
稲荷木」下車、徒歩約10分。公園入
口に駐車場

泉の森

相鉄線相模大塚駅から徒歩約15分、
または小田急線・相鉄線大和駅から
徒歩約25分。園内に駐車場

33 34
公園ウォーキング向け

アクセス

公園ウォーキング向け

管理棟 9:00-17:00（秋冬16:00）

スタンプ台設置場所
自然観察センター･しらかしのいえ

9:00-17:00

スタンプ台設置場所

七沢森林公園32

小田急線本厚木駅下車、厚木バスセ
ンターから神奈川中央交通バス七沢
温泉行きで「七沢温泉入口」下車、徒
歩約８分。公園中央口及び第２に駐
車場（有料期間有）

アクセス

渋沢丘陵31

震生湖へは小田急線秦野駅から徒
歩50分。震生湖から八国見山へは
徒歩60分。八国見山から頭高山まで
は徒歩40分。震生湖に駐車場

管理事務所 窓口カウンター
9:00-17:00

スタンプ台設置場所

散策には私有地のため留意が必要

小網代の森27

京急線三崎口駅から徒歩約30分。
または京急バス三崎港行きで「引橋
」下車、引橋入口まで徒歩約５分。
三浦市市民交流拠点駐車場

弘法山公園28

小田急線秦野駅から弘法山公園（権
現山展望台）まで徒歩約60分
（車利用の場合）弘法山公園に駐車場

散策ハイキング向け

アクセス

小網代の森にスタンプは
設置していません ①鶴巻温泉弘法の里湯(屋外)

②名水はだの富士見の湯10:00-22:00
③秦野駅観光案内所

8:00（平日9:00）-17:00

スタンプ台設置場所

公園ウォーキング向け
名古木の雑木林

小田急線秦野駅から神奈川中央交通
バス曽屋弘法行き「御嶽神社入口」下
車、徒歩約15分

29
散策には私有地のため留意が必要

アクセス

葛葉緑地

小田急線秦野駅から渋沢駅北口
行きバス「宮上」下車、徒歩約５分。
「くずはの家」の前に駐車場

30
公園ウォーキング向け

アクセス

①名水はだの富士見の湯10:00-22:00
②秦野駅観光案内所

8:00（平日9:00）-17:00

スタンプ台設置場所

自然観察施設くずはの家
9:00-17:00

スタンプ台設置場所

①秦野市立南公民館 8:30-17:00
②秦野市立渋沢公民館 8:30-17:00
③秦野市渋沢駅連絡所 8:30-17:00
④秦野駅観光案内所

8:00（平日9:00）-17:00

スタンプ台設置場所

アクセス

公園ウォーキング／散策ハイキング

アクセス

アクセス

仏果山47

小田急線本厚木駅から神奈川中央
交通バス半原行き「撚糸組合前」下
車、または宮ケ瀬行き「仏果山登山
口」下車 （車利用の場合）県立あいか
わ公園有料駐車場

登山経験者向け

アクセス

幕 山46

幕山公園へはJR湯河原駅から箱根
登山バス幕山公園行き終点下車。幕
山公園駐車場（梅祭り時期は規制有）

真鶴半島自然公園

JR真鶴駅から伊豆箱根バスケープ
真鶴行き「中川一政美術館」下車。

45

アクセス

ケープ真鶴（森の駅展示スペース）
（休日）10:00（夏9:00）-17:00（夏18:00）
（平日）10:00（夏9:00）-16:00（夏17:00）

スタンプ台設置場所

幕山公園管理棟カウンター(屋外)

スタンプ台設置場所

県立あいかわ公園パークセンター
8:30-16:30

スタンプ台設置場所

八菅山いこいの森

小田急線本厚木駅から神奈川中央
交通バス愛川町役場／愛川バスセ
ンター行きで「一本松」下車、徒歩約
30分。（車利用の場合）みずとみどり
の青空博物館駐車場

48 公園ウォーキング向け

アクセス

あおぞら館（みずとみどりの
青空博物館） 8:30-17:00（冬16:30）

スタンプ台設置場所

49 東丹沢

東丹沢登山の情報拠点秦野ビジター
センターへは小田急線渋沢駅から大
倉行きバスで終点下車(秦野戸川公
園パークセンター内)

50西丹沢

西丹沢登山のベースとなる西丹沢ビ
ジターセンターへは小田急線新松田
駅から富士急湘南バスで終点下車。

アクセス

①県立秦野ビジターセンター9:00-16:30
②秦野市渋沢駅連絡所8:30-17:00
③ヤビツ峠レストハウス(屋外)

スタンプ台設置場所

県立西丹沢ビジターセンター
8:30-16:30（冬16:00）

スタンプ台設置場所

▲畦ヶ丸

★

登山経験者向け登山経験者向け

箱根山43

箱根登山鉄道で箱根湯本駅下車。[駒ヶ
岳、神山、小塚山、三国山、飛龍の滝]

散策ハイキング／登山経験者

アクセス

①環境省箱根ビジターセンター 9:00-16:30
②県立恩賜箱根公園湖畔展望館9:00-16:30
③箱根寄木細工 浜松屋本店 9:30-17:00
④箱根町総合観光案内所 9:00-17:45 

スタンプ台設置場所

※大涌谷･神山周辺は
火山活動立入規制あり

金時山

箱根方面から金時山へは箱根登山
鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス湖
尻・桃源台行き「仙石」下車。

44

アクセス

※足柄峠(南足柄市側)から
金時山山頂まで通行不可

①公時神社社務所 8:30-16:00
②環境省箱根ビジターセンター 9:00-16:30

③箱根町総合観光案内所 9:00-17:45

スタンプ台設置場所

公園ウォーキング／散策ハイキング散策ハイキング／登山経験者 散策ハイキング／登山経験者

アクセス

アクセス


