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頂いたご意⾒とご意⾒に対する本市の考え⽅＜意⾒者別＞
No.
1

ご意⾒
なによりも通⾏機能を充実してほしいです。沿道
施設へのアクセスの充実は必須です。なのです
が、これまで同様、交通量は多くならないことを
祈ります。

住⺠の仕事場が増えるような施設 医学部は良い
と思います。ＱＱ⾞などのサイレン⾳は配慮して
ほしいです。
住⽴地を⽣かして、住⺠のいやしの場作りの場
所、公園や散歩などで⽴ち寄れる場所、景⾊をみ
んなが存分に楽しめるようにしてほしいです。

2

3

⼤災害を想定した町づくりは必須ではないか。そ
の意味では避難場所としての機能を有するか、備
蓄倉庫としての機能を有するかは重⼤な意味があ
る。
⽂教地区として市⽴⼤学を移転させるだけでな
く、⼤規模な研究⼤会が打てるような施設も併せ
るべきと考える。
市⺠の憩いの場として森林公園を広げるなり、新
たに公園を設けるなど考えるべき。

福浦の病院に通っているが、診療科が何階にある
か分からなくなり、迷うこともある。精算のため
待つ場所が狭く、座るところが少ないように感じ
る。駐⾞場が少なく、９時を回ると駐⾞スペース
の空きを待つ⾞で⾏列ができている。
市⺠の健康を守る施設ならば、余裕のある造りで
あるべきだと思う。
基本計画の考え⽅には同意できる部分もあります
が、農地利⽤や商業施設の建設には反対です。家
の前が⽶軍居住区の跡地であり、⻑年静かに暮ら
してきたので、それを維持できるようにしたい。
商業施設など⾊々できると、不動産価値も下がり
ます。

⼤反対です。⼈や⾞が増えるでしょうし、環境が
まったく変わってしまいます。今の環境を維持で
きる計画を⽴案してください。

4

アメリカに 20 年住んで帰国して現在の住居に 20
年過ぎましたが、⽬の前の⽶軍基地住居がアメリ

本市の考え⽅
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線新設や既存バス路線の⾒直し
等によるバス路線の整備などについて、バス事業
者とともに検討を進めていきます。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
本地区の広⼤な⼟地という地勢を⽣かして防
災・減災の取組を進めていくため、広域避難場所
としての機能が継続できるよう⼟地利⽤を図って
いきます。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上を図っていきます。また、住宅地等
ゾーンには⾝近な公園を分散して配置していきま
す。
再整備のコンセプトに「病院利⽤者に安⼼感を
与える診療環境の整備」を掲げており、ご要望の
趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内容
について検討していきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。⼀⽅で、周囲の環境との調和は今
後検討を進めていくうえで重要な視点と考えてお
り、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る
具体的な内容について検討していきます。
本地区の⽶軍住宅は、築 70 年を超える⽊造住
宅であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建

No.

5

6

7

ご意⾒
カに住んでた頃を思い出し懐かしい雰囲気が無く
なるのは寂しい限りです。是⾮この⾵景を維持出
来る環境が残ることを願っています。
病院は反対です。静かな環境が壊れると思いま
す。

返還跡地へのアクセス道路について P6 の⽶軍施
設返還跡地利⽤指針、P7 のまちづくり基本計画
においては、簑沢⽅⾯への経路が主要道路、準主
要道路として位置付けられています。⼀⽅、P41
のゾーニング図ではふれあい広場と公園本体の間
の経路を主要な道路と記載されています。この⽅
針では折⾓拡張される森林公園が主要道路によっ
て分断されてしまい、公園機能と安全性が⼤幅に
損なわれると思われます。よって主要なアクセス
道路は簑沢⼝を活⽤するように修正するべきで
す。

旧⾺⾒所について
旧⾺⾒所の扱いについては報告書に触れられてい
ませんが、この機会に補強⼯事を⾏い、展望台と
して活⽤することを盛り込むべきと思われます。
横浜市⽴⼤学附属病院と医学部移転には⼤賛成。
神奈川の⼤切な優秀な⼈材を都内に奪われてかけ
ているため、早急に移転すべき。病床数もさるこ
とながらこれからのデジタル化に対応すべくスピ
ード感をもって実⾏すべき。
⼤賛成。⽼朽化や病床数、神奈川を代表する病院
だからこそスピード感をもって横浜市⽴⼤学医学
部と病院をサポートすべき。跡地開発の中でも⼀
番最初に着⼿すべき。それによって神奈川の⼈々
の命にも繋がる。
取り壊す前に是⾮⼀度、施設や住宅内部を⾒てみ
たいです。近隣にいながら⾃由に⼊ることが許さ
れず、興味がありました。friendship ツアーとし
てガイドしてくださると嬉しいです。

公園整備ですが、⼤⼈の体⼒作りにも役⽴つ設備
にして欲しいです。例えば、韓国ではスポーツジ
ムにあるような、且つ屋外設置可能な器具が公園
にあり、⽼若男⼥いつでも鍛えることができま
す。そんな⼤⼈向けの公園があっても良いので
は？
防災に向けても、⾮常時⾏政を待たずして住⺠で

本市の考え⽅
物を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気
の継承を⽬指します。
駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。⼀⽅で、周囲の環境との調和は今
後検討を進めていくうえで重要な視点と考えてお
り、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る
具体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えています。ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について慎重かつ
幅広い検討をスピード感をもって検討していきま
す。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えています。ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
本地区は、現時点も⽶軍から返還されていない
ため、⼊場については厳しい規制がかけられてい
ます。また、令和元年の⽇⽶合意により、⽶軍の
管理下のまま、国による原状回復作業（解体⼯事
等）が⾏われることとなったため、解体⼯事前に
⾒学することは困難です。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸

No.

8

9

10
11

ご意⾒
対応出来るように⼯夫して欲しい。BBQ エリアを
設けて普段は有料で貸し出し、いざという時は炊
き出し出来るなんていかがでしょう？雇⽤を⽣み
出し、収⼊も得て、災害時の役にも⽴つ。⼀⽯三
⿃ではないかと！私は阪神⼤震災の経験があり、
当時を思うと必要性を感じます。この際防災公園
と銘打って、ニュースで話題になるくらい突出さ
せて欲しいです。せっかく作るなら、市⼤病院と
も連携した構想ができるといいなと思います。

近隣に住んでいます。
とにかくこの静けさは守って欲しいです。病院再
整備は致し⽅なく、確かにこの場を選ぶのが妥当
かと思いますが、救急⾞のけたたましいサイレン
を 24 時間聞くとなると話は別。⾵致地区、いわ
ゆる静かな環境が約束された場所だからこそ選ん
だ住まいだから。
市⼤病院の移転には正直反対です。
理由として、交通の便が悪すぎる事です。駅から
バスがあったとしても、乗り継ぎは苦痛です。た
だでさえ、市⼤病院に通う⼈は、⼤きな病を抱え
ている⼈たちです。その⼈たちの負担になるよう
な場所に移転する事は、断じて⽌めてもらいたい
です。

賛成

コンセプトが災害にも強い病院、であるなれば、
新病院にヘリポートは必須の設備である
●
まず、近隣住⺠個⼈として、まちづくり基本計
画、まちづくりテーマ⽅向性（協議会案）につい
ては⼤いに賛同できるが、横浜市が考えるゾーニ
ング計画において、森林公園を分断する主要道路
を開通させる計画案については、全く賛同ができ
ないです。森林公園⼀体利⽤*拡張において、森
林公園内および近隣住宅地の直ぐそばを主要道路
が横切る事で、市内外から⾞、バイク、⼤型⾞両
などで交通量増加によって、排ガス、騒⾳、振動
などにより従来の周辺住環境が悪化し、地域住⺠
の安全性、利便性が損なわれるためです。森林公
園ゾーンを拡張して緑地エリアを増やし、地域住
⺠や来訪者が⾃然や緑を⾝近に感じられる、環境
と共⽣するまちというテーマに反してないだろう
か。そもそも森林公園内を分断する主要道路が本
当に必要なのか。多額の税⾦を投⼊する意味があ
るのか。それによって地域住⺠の住環境が悪化し
ないのか。他により良い代替案は無いのか。
＜反対理由１＞ 従来の森林公園周辺の静寂でク

本市の考え⽅
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上や広域避難場所の機能継続を図って
いきます。また、住宅地等ゾーンには⾝近な公園
を分散して配置するとともに、⽂教ゾーンについ
ては、市⼤医学部等が整備されれば、広域避難場
所として指定することを想定しています。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。⼀⽅で、周囲の環境との調和は今
後検討を進めていくうえで重要な視点と考えてお
り、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る
具体的な内容について検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点等の周辺道路の改
良や、ＪＲ根岸駅からのバス路線新設や既存バス
路線の⾒直し等によるバス路線の整備、乗客の負
担軽減に向けた更なる環境改善などについて、バ
ス事業者とともに検討を進めていきます。
なお、現在は駅からのアクセスが不便等の課題は
ありますが、新病院等に求められる⼟地の条件を
概ね満たしており、現時点では最も有⼒な再整備
候補地と考えています。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、本地区は、⼟地区画整理事業を基本とし
て事業化を検討していますが、当該事業で整備し
た道路は、公道となります。したがいまして、警
察と連携しながら道路の形状等、具体的な違法駐

No.

ご意⾒
リーンで安全安⼼な⽣活環境が、通過交通⾞両の
往来増加によって壊されること。
＜反対理由２＞森林公園と隣接するふれあい広場
（⼭元町⼝）を平⽇、週末と毎⽇数百⼈の幼児か
ら⾼齢者を含めた、公園利⽤者達が、⾞両往来が
ないため安⼼して横断歩道を渡っている。そこ
へ、主要道路が横切ることで公園アクセス利便性
が損なわれ、交通事故の危険性が⾼まり、公園利
⽤者、地域住⺠の安全性が損なわれることにな
る。
＜反対理由３＞森林公園内に主要道路が通ってし
まった場合、ふれあい広場から⼭元町４丁⽬交差
点にかけての沿道には、道幅が広くなる事で、平
⽇、特に週末は逆に両サイド違法な路上駐⾞でび
っしり溢れ返る事が予⾒出来る。路駐増加によ
り、かえって道幅が狭くなり、交通の妨げとなり
交通事故や不要なトラブルを誘発するリスクが⾮
常に⼤きい。過去には、駐⾞禁⽌のコーンを⽴て
る対策程度では、全く効果なしだったが、現状の
鉄パイプの柵を公園から交差点付近まで両サイド
びっしりロープを通し設置して漸く収まったが、
これが撤去されれば元の状態に戻るだけで、全く
効果は無いことは明⽩。
＜反対理由４＞沿道周辺⼊り⼝にはマンションは
あるが、⼾建て住宅がないため、常時地域⼈の⽬
が届かず、薄暗く⼤⼈の男性でも夜⼀⼈歩きする
には怖いと感じるところがある。そのため⼀時
は、悪質な⾞両放置も増加し、市内外からの不法
投棄、ギャングによる落書きなど、周辺環境が悪
化した事もあったので、路駐*違法⾞両放置が発
⽣する事で、犯罪の温床になる可能性も⾼い。違
法駐⾞取り締まりはイタチごっこになり、警察や
公園管理事務局に余計な負担、無駄な対策予算が
継続的に増加する。
＜代替策として＞
１ ）緑化景観形成や延焼防⽌避難路確保という
観点であれば、森林公園内に主要道路整備して⾞
両を通す必要性はない。避難路確保という点で
は、そもそも災害時は地域住⺠は⾞で移動して避
難はしないため、徒歩で容易に避難場所にアクセ
スできるよう根岸台バス停側のゲートを歩⾏者⽤
の公園⻄側に通⾏⾨を設置するだけで済む。
２）森林公園内に主要道路を設置する代わりに、
平成１８年度跡地利⽤の⽅向図 根岸住宅地区
跡地利⽤概念図に⽰している通り、根岸住宅地区
中⼼部（塚越付近）から、⼤平台公園横から横浜
駅根岸線道路へアクセスするための道を、準主要
道路として速度規制、通過交通の抑制を図り、利
⽤について再検討すべきではないでしょうか。
周辺市街地からの連絡機能としては、根岸駅⽅⾯
からの根岸住宅地区中⼼への、⾞両アクセスにつ
いては中央の主要道路から、そのまま旭台交差点
から可能なのと、吉野町、横浜⽅⾯からも同様に
中央の主要道路からアクセスができるため、わざ
わざ遠回りとなる森林公園を横切る主要道路を設
置する必要性が無い。根岸から、横浜⽅⾯にアク
セスする⾞両は、そのまま旭台から道なりに⾛っ
たほうが早いし、むしろ森林公園内の主要道路が

本市の考え⽅
⾞対策について検討を進めていきます。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地
区全体の交通環境についても、⼗分に勘案しなが
ら、今後、具体的な検討を進めていきます。
環境影響評価の⼿続きを⾏い、事業を実施する
にあたって環境にどのような影響を及ぼすかにつ
いて調査、予測、評価を⾏い、環境保全の観点か
ら総合的かつ計画的により望ましい事業計画とし
ていきます。
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裏道的に通過⾞両や路駐を増やす要因になるため
必要性が無い。また、⼭⼿*⽵之丸⽅⾯から、根
岸住宅地区中⼼へのアクセスについても同様に、
そのまま旭台経由で⾏った⽅が早い。
寧ろ、旭台経由で主要道路を利⽤するように交通
⾞両を誘導すべき。
＜質問＞
まちづくり協議会の事務局を運営されております
が、どのようにしたら地域住⺠が個⼈として協議
会に参加できるのでしょうか？現在の計画です
と、いちばん影響を受ける既存の近隣住⺠の意⾒
や視点が乏しいと感じております。
市⺠の健康と命を⽀える拠点としては、⾮常に⼤
切な施設ですので、⼤いに賛同します。富⼠⼭の
⾒える素晴らしい景観、眺望を妨げる⾼層建築に
はして欲しく無いです。
根岸住宅跡地は⽴地が中途半端であり、⺠間需要
は厳しいと思うので公共的な施設の整備で埋める
のは良い案だと思う。
⾦沢区に住んでいるが、地元でも市⼤はいまいち
パッとしない印象がある（関東学院のほうが存在
感がある）。せっかく作るのだから、建物だけ新
しくするのではなく、しっかりうソフト⾯も強化
してもらいたい。⽇本⼀の病院、世界的な医療拠
点として地区全体をもりあげてもらいたい。でな
ければ税⾦を使ってやる意味はない。
交通公園を作るべき。横浜市は交通事故件数は減
少しているものの、⾃転⾞事故の割合は⾼い。ま
た、県内には相模原市、藤沢市、横須賀市、秦野
市の 4 箇所に交通公園が存在するものの、横浜市
は六⾓橋の交通公園が廃⽌されてからは、親⼦で
⾃転⾞ルールを気軽に学べる場所がない。平⽇の
⼩学校の⾃転⾞教室では限界がある。よって交通
公園を整備すべき。
周辺道路の整備ができなければ、難しいのでは。

⼤学病院というのは良案である。但し、市の喩⼀
の⼤学病院に求められる機能として
〇重症患者への対応
〇災害対応
が重要。
重症患者の対応と災害対応も新病院の⼤きな使命
の 1 つであるならばヘリポートは⽋かすことがで
きない設備であろう。
客船のコロナ対応のようなことがこれからもある
と思ういますので、外国語のできるスタッフや、
外国の治療に詳しい病院になることが必要な時代
かと思われます。そうでなくても周りは外⼈ばか

本市の考え⽅

⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
今回の再整備はハード・ソフト両⾯から⼤学病
院としての機能強化を図り、⻑期的な視点から市
⺠の健康と命を⽀える最後の砦としてあり続ける
ために⾏うものです。ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つとなる横
浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に公表し
た「都市計画道路の優先整備路線」では、着⼿時
期未定としています。しかしながら、⽶軍根岸住
宅地区が返還され、⼟地利⽤に変化があった場合
などには、事業の進捗に合わせて検討することと
しています。
また、地区周辺の他の道路についても、事業の
進捗に合わせて必要な道路改良等について検討し
ていきます。
ご指摘の内容は地域医療機関との役割分担等を
踏まえ、公⽴⼤学病院として重要な機能と認識し
ています。ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備
に係る具体的な内容について検討していきます。
ご指摘の内容は地域医療機関との役割分担等を
踏まえ、公⽴⼤学病院として重要な機能と認識し
ています。ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備
に係る具体的な内容について検討していきます。
市⺠の健康と命を⽀える最後の砦として、緊急
事態にも迅速・的確に対応しうる病院にしていく
必要があります。将来の社会情勢を踏まえ、求め
られる役割をしっかり発揮できるよう、今後、再
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鉄道駅からのバスルートを設けると記載されてい
ますが、それに加えて根岸⼩学校北側付近の崖に
エスカレーターやエレベーターなどを設置してい
ただきたいです。本地区南側は根岸駅からの距離
が近いため、⾼低差が解消されれば徒歩でのアク
セスも⼗分可能です。コロナ禍が今後も続くこと
を考えると、密集したバスに乗らずに到達できる
⼿段があると⼤きな魅⼒になると考えます。

根岸駅からのバスが増えることが推察されます
が、横浜駅根岸線の不動坂付近は主要な道路とし
ては道幅が狭く、バス同⼠のすれ違いができない
箇所があります。円滑な交通の流れが滞るのでは
ないかと危惧しております。また歩道が無いた
め、歩⾏者が⽇々危険に晒されています。是⾮道
路の拡張をお願いします。

本地区の南東側などは、近隣にスーパーマーケッ
トやコンビニエンスストアなどがない空⽩地帯に
なっており、不便を強いられています。移動販売
⾞や⽣協グループの⾞が毎⽇のように来ているこ
とからも明らかです。森林公園の周囲の⼟地は全
て公園の拡張に使う計画だとと書かれています
が、元々アメリカ軍の Medical Clinic や Negishi
Community Center などがあった場所は元の建物
をそのまま使って商業施設を作れるのではないで
しょうか。コンクリート造りでまだ⼗分使えそう
です。公園の利⽤者にとっても利便性が⾼いはず
です。
また、森林公園を拡張するのであれば新たに駐⾞
場を設けるべきです。現状でも天気のいい休⽇
は、⼊場待ちの⾞列が発⽣しています。

⼭⼿地区などと連携した⽂教地区にする計画との
ことですが、⼭⼿地区との距離はある程度近いも
のの直通のバスなどは無く、気軽には往来できま
せん。神奈川中央交通 11 系統バスのルートを変
更し、本地区内を経由するようにすればより深い
連携が可能であると考えます。また 11 系統は現
状バス専⽤信号が必要なほど狭隘な道を経由して
いる系統であるため、様々なメリットがあると考
えます。

⼯事が⻑期間続くことが推察されますが、施設の
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整備に係る具体的な内容について検討していきま
す。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線新設や既存バス路線の⾒直し
等によるバス路線の整備などについて、バス事業
者とともに検討を進めていきます。
なお、今のところ、根岸⼩学校北側の斜⾯地を
上がる階段付近において、エスカレーターやエレ
ベーターを設置することは考えておりませんが、
頂いたご意⾒は、今後の検討の参考とさせていた
だきます。
根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つとなる横
浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に公表し
た「都市計画道路の優先整備路線」では、着⼿時
期未定としています。
しかしながら、⽶軍根岸住宅地区が返還され、
⼟地利⽤に変化があった場合などには、事業の進
捗に合わせて検討することとしています。根岸住
宅地区の⼟地利⽤の開始は 10〜15 年程度を要す
事業です。今後の事業の進捗状況に応じて検討を
⾏います。
森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、バスルートの変更については、頂いたご
意⾒を踏まえ、今後の検討の参考とさせていただ
きます。
返還前に国が⾏う原状回復作業の間は、根岸住
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完成を待たずになるべく早く通り抜けができるよ
うになるとありがたいです。

区域のすぐ隣に住む者としては、病院に反対では
ありません。ただそれだけではなく、切実な願い
としてスーパーマーケットやコンビニエンススト
ア、ペーカリーなどの商業施設を設けてほしいで
す。先程も書きましたが、需要は必ずあります。
この辺りの住⼈は、わざわざ⾃動⾞で本牧地区な
どに買い物へ⾏っている⼈たちばかりです。
「市全域からのアクセス性が⾼い市中⼼部」との
ことですが、全くそのように感じられません。資
料を作った⽅は実際に市の全域からアクセスして
みたのでしょうか？そもそも広い横浜市なのに、
市全域からのアクセスを想定する必要があります
か？市の中⼼部に造ったからと⾔って、わざわざ
遠くから来ませんよね？普通は近くの病院へ⾏き
ます。そもそもバスを使わないと到達できないよ
うな⾼台にある時点で、アクセスが良いとは⾔え
ないのではないでしょうか。病院へ来るお年寄り
などのことを考えると、駅からそれほど離れてい
ない平らな場所にするべきだと考えます。あくま
でも本地区にこだわるのであれば、みなとみらい
線を早期に根岸まで延伸させ、崖にエスカレータ
ーなどを造るべきです。そうすれば、北部や臨海
部からのアクセスもかなり良くなるはずですし、
「アクセス性が⾼い」と胸を張って⾔えるはずで
す。正直、資料を読むと病院ありきで理由は後付
けされているようにしか感じられません。
少⼦⾼齢化という観点からもすべてを住宅地とせ
ず⽂教ゾーンや森林公園ゾーンにあてることは賢
明なご判断であると賛同します。
私からの要望ですが、森林公園ゾーン内にある医
療棟を市⽴図書館として再利⽤することをご提案
させていただきます。
① 提案に⾄った経緯
当該跡地は４３ha という広⼤な敷地である。また
国による原状回復作業で道路や公園、上下⽔道等
のインフラ整備は実施されないとのこと。
現状、市の財政は決してゆとりがあるわけではな
く、コロナや⾃然災害により⽣ずる⽀出や将来的
に懸念されている⼤幅な税収減等を勘案しますと
極⼒コストを抑えて事業を推進していただきたい
です。これには新規開発に要するコストを削減す
るのもひとつですが、各ゾーンに有する既存の建
物設備の中で活⽤できるものをなるべく活⽤する
のも得策ではないかとの考えに⾄ったものです。
② 再利⽤⽬的に図書館を選定した理由
本計画の上位計画である横浜市都市計画マスター
プラン全体構想の７つの⽬標のひとつ⽬に掲げら
れている「超⾼齢社会や将来の⼈⼝減少社会に対
応できる集約型都市構造への転換と⼈にやさしい
鉄道駅を中⼼としたコンパクトな市街地の形成」
を念頭に⽶軍建物設備の特徴を鑑み横浜市が所管
する公共公益施設で再利⽤可能な建物設備を探っ
たところ市⽴図書館がふさわしいのではないかと
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宅地区は⽶軍の管理下にあることから⾃由な通⾏
はできません。返還後は、跡地利⽤に伴う⼯事が
⾏われることから、歩⾏者等の安全を確保するこ
とが難しいと考えていますが、少しでも早く事業
を進められるよう検討を進めていきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後
の検討の参考にさせていただきます。
再整備後の新病院については、⾼度救命救急セ
ンターや、災害拠点病院等の役割から、全市域か
ら患者を搬送する可能性があり、広域的な視点で
交通アクセスを考慮する必要があります。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
また、みなとみらい線の延伸に関し、頂いたご
意⾒については関係部署で共有し、今後の検討の
参考にさせていただきます。

ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は、横浜市では市⽴図書館を増設する計画はあり
ません。
頂いたご意⾒については、本市の関係部署で共
有したします。

No.
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ご意⾒
の考えに⾏きついたもの。その他、消防署は⼭元
町消防出張所が近くにあること、市役所はコンビ
ニで住⺠票等は取得できその他は相当数の職員が
必要となり経費がかかることから候補がらはずす
こととした。
③ 市⽴図書館にすることのメリット
・取り壊しをしないことで国による原状回復作業
の費⽤削減
・当該跡地を開発するコストの削減
・近隣住⺠の図書館というコミュニティの利便性
向上(現中区図書館には徒歩での往来は不可)
・市⼤病院の利⽤者が⽴ち寄ることが可能
・市⼤学⽣の⾃習環境として利⽤できる
④ その他
・中区図書館は既に本牧にあるわけで⼀定数の利
⽤者がいることを勘案し中央図書館または中区図
書館の出張所的な位置づけとしてはいかがでしょ
うか。また、席はテーブル席というよりも中央図
書館にあるような個別席にしてはいかがかと思
料。
・横浜市都市計画マスタープランの７つの⽬標の
ふたつ⽬にある地球温暖化やヒートアイランドの
緩和に向けたエネルギー効率の良い低炭素型の型
の都市づくりやＣＯＰ２１、ＳＤＧｓ未来都市計
画を⾒据え屋上に太陽光発電設備の設置をしては
と思料。（付近の樹⽊を低くすれば採光はかなり
良好と思料）
少⼦⾼齢化が進み医療においても医師ひとりに対
する患者の割合が増加する中、それを補うために
は先進技術の開発と優秀な⼈材の育成が不可⽋な
のは⾃明の理であります。医学部を持つ県内唯⼀
の公⽴⼤学において研究⾯や教育⾯で課題を抱え
ているとあらば、ＩＲ等の他の事業よりも優先順
位を上げて取り組むべき事業であると思います。
以前より当該地区周辺の居住者は増加傾向であっ
たが本計画でさらに居住者や公園来園者が増える
ことは必⾄であるため森林公園ゾーンとして公園
を拡張することは望ましいと思う。しかしなが
ら、森林公園ゾーン内に主要な道路を設けること
には反対します。私からの要望ですが、森林公園
ゾーン内にある主要な道路は、通常は遊歩道とし
て来園者に開放し、有事の際は救急⾞輌等が都市
部と病院をつなぐ臨時的に通⾏できるまたは駐⾞
可能な道路にしてはいかがでしょうか。
① 主要な道路を設けることに反対の理由主要な
道路を設置することは以下の理由からメリットよ
りもむしろ危険性が増す計画と感じられるため。
理由１：公園の南側に沿って市営バスも運⾏する
主要な道路が既にある。
理由２：計画されている道路の数⼗メートル先に
簑沢⼊⼝交差点に抜ける道路がある。⼀⽅、今回
考えられている主要な道路は簑沢⼊⼝よりも数百
メートル戻ることになり両道路よりこちらを選択
する⾞は少ないと思料。
理由３：主要な道路が公園を分断することとなり
来園者と⾞の事故が懸念される。信号機や横断歩
道を設けたとしてもどこまで安全が確保されるか
不安。

本市の考え⽅

⼤学病院として、⾼度先進的な医療の提供、医
療⼈材の育成等は重要な役割です。今回の再整備
を通じて、「診療・教育・研究」を⼀体的に機能
強化を図りたいと考えています。ご要望の趣旨を
参考に、今後、再整備に係る具体的な内容につい
て検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、本地区は、⼟地区画整理事業を基本とし
て事業化を検討していますが、当該事業で整備し
た道路は、公道となります。したがいまして、警
察と連携しながら道路の形状等、具体的な違法駐
⾞対策について検討を進めていきます。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地
区全体の交通環境についても、⼗分に勘案しなが
ら、今後、具体的な検討を進めていきます。

No.
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ご意⾒
理由４：公園内にあるという意味で不法駐⾞がさ
れてやすく、通⾏の妨げや事故につながると危惧
される。
② 既存道路の利⽤⽅法についてどのような事態
は起こっても当該跡地に建てる病院が、可能な限
り医療サービスを提供できる環境づくりができな
いものかを考察。根岸森林公園は以前からドクタ
ーヘリの発着練習をしていることに着⽬し、⼤規
模災害等で病院敷地に収まりきらない事態を想定
し、緊急⾞輌の駐⾞やヘリの発着、テントの設営
等ができる場所を根岸森林公園内に確保するとと
もに、病院との往来ができる臨機応変な環境づく
りをすることが得策と考えたもの。
再整備構想(案)を拝⾒し築３０年を超える施設の
⽼朽化を⼼配しているようですが⼀応新耐震基準
以降といえるので建物倒壊リスクは低いと思えま
す。むしろ横浜市⽴⼤学(以降、市⼤と略す)附属
病院には液状化、市⼤総合医療センターには液状
化と浸⽔の⾃然災害リスクが懸念され、病院とし
ての機能が果たせない懸念があるのであれば災害
リスクの低い根岸住宅地区の跡地に再整備するこ
とは賛成である。加えて⾔うならば今後３０年で
震度６弱以上の激しい揺れが発⽣する確率は８
２％と予測されていることを勘案し、⽂教ゾーン
を住宅地等ゾーンや森林公園ゾーンとは別⽴てと
し、最優先で病院の再整備が実現できるよう関係
省庁も含め積極的に働きかけをしていただきた
い。
基本的には公園整備を主体として、維持管理費の
掛からないものがいいのではないでしょうか。市
⺠の多くはそういった⽅向が望ましいと考えてい
ると思います。

現在市⺠総合医療センターを利⽤中だが、⽼朽化
を感じられず緊急性のないこと、また、市⼤医学
部を含めた現在の 2 箇所をあえて統合する必要性
も感じられず、かえって移転するとアクセスが悪
くなること等から反対します。病院は今のままで
よいので、箱物を必要としない他の有効利⽤(公園
整備等)で再検討を強く願います。

本市の考え⽅

現⾏施設の狭あい化や⽼朽化等の課題に加え、
昨今の災害リスクの⾼まりを踏まえ、今後、災害
拠点病院としての機能を発揮するためには災害リ
スクの低い⽴地が望まれます。こうした視点に基
づき、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係
る具体的な内容について慎重かつ幅広い検討をス
ピード感をもって検討していきます。

⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
市⺠総合医療センターについては、本館は築 20
年程度ですが、本館に隣接し、主要な⼿術室を備
える救急棟については築 30 年を超え、⽼朽化や
狭あい化が顕著となっています。こうした課題に
加え、同規模２病院体制が抱える経営上の課題に
対する対応等も含め、今回の再整備を通じて、⻑
期的な視点から⼤学病院としての機能強化を図っ
ていきたいと考えています｡なお､根岸住宅地区跡
地は駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。

No.
20

ご意⾒
根岸森林公園側の旧⽶軍事務所地区や消防署は公
園に含むことには賛成。
また、住宅地区側も⽶国住宅を⼀部残し、歴史遺
産として活⽤してもらいたい。残りは地権者の
⽅々の意向が⼀番⼤事。

2 つの⼤学病院があって何がいけない？というの
が率直な感想です。⾦沢区の市⼤附属病院は新都
市交通システムシーサイドラインの駅と直結する
などまさに未来を⾒据えたものです。それを⼀つ
に統合して、最寄りの駅から標⾼差 50 メートル
もある⾼台に移転する構想など全く論外ですし、
利⽤者の事を全く考慮していません。病院という
のは健康ではない⼈が使う施設。そこに⾏くのに
50 メートルの丘を登る、混雑したバスで向かうと
いうのはあり得ない。わざわざ統合する意味が理
解できません。不便で使いにくい公⽴病院は横浜
市⺠病院だけで⼗分です。市⼤医学部・附属病院
の統合には強く反対し、再考を求めます。
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基本計画に賛成。

2 つの⼤学病院があって何がいけない？というの
が率直な感想です。⾦沢区の市⼤附属病院は新都
市交通システムシーサイドラインの駅と直結する
などまさに未来を⾒据えたものです。それを⼀つ
に統合して、最寄りの駅から標⾼差 50 メートル
もある⾼台に移転する構想など全く論外ですし、
利⽤者の事を全く考慮していません。病院という
のは健康ではない⼈が使う施設。そこに⾏くのに
50 メートルの丘を登る、混雑したバスで向かうと
いうのはあり得ない。わざわざ統合する意味が理
解できません。不便で使いにくい公⽴病院は横浜
市⺠病院だけで⼗分です。市⼤医学部・附属病院
の統合には強く反対し、再考を求めます。
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４７都道府県の中で、都道府県を代表する護国神
社がないのは、東京都と神奈川県。東京都には
「靖国神社」がありますので、事実上神奈川県だ
けということになります。

本市の考え⽅
ご評価いただきありがとうございます。
本地区の⽶軍住宅は、築 70 年を超える⽊造住
宅であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建
物を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気
の継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後
の検討の参考とさせていただきます。
現⾏の同規模２病院体制は、診療圏の重複や設
備投資・管理部⾨の重複が発⽣するなど、今後、
⼈⼝減少社会を迎える中で経営上の課題となって
おり、⼤学病院としての機能を最⼤限発揮し続け
るためにも地域医療機関との役割分担を踏まえ
た、持続可能な運営体制が必要と考えています。
また、再整備候補地について、根岸住宅地区跡地
は現在、駅からのアクセスが不便等の課題はあり
ますが、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね
満たしており、現時点では最も有⼒な再整備候補
地と考えています。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
現⾏の同規模２病院体制は、診療圏の重複や設
備投資・管理部⾨の重複が発⽣するなど、今後、
⼈⼝減少社会を迎える中で経営上の課題となって
おり、⼤学病院としての機能を最⼤限発揮し続け
るためにも地域医療機関との役割分担を踏まえ
た、持続可能な運営体制が必要と考えています。
また、再整備候補地について、根岸住宅地区跡地
は現在、駅からのアクセスが不便等の課題はあり
ますが、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね
満たしており、現時点では最も有⼒な再整備候補
地と考えています。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、護国神社

No.

ご意⾒
跡地を利⽤するなら「神奈川県護国神社」を建て
ていただきたいと思います。また横浜市は「みど
り税」を徴収しており、森林を守るという観点か
ら、森として育てていただきたいと思います。
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公⽴病院よりは⺠間病院の⽅がサービスが良い。
福浦と浦⾈には、⺠間病院として運営してほし
い。公⽴は施設が充実してない。滝頭の脳⾎管セ
ンターも、ただの⼀般病院になってるし、サービ
スが良くない。
市が提案した市⼤ 2 病院移設を中⼼とした利⽤計
画について。市⼤ 2 病院は建設から 30 年近くが
経過して、⽼朽化、狭隘化が⽬⽴ってきたとのこ
とですが,本当に耐⽤年数が限界に近づいて⽴て替
えが必要なのでしょうか？これから建築計画を進
めて、10〜15 年後の完成を⾒込めば、⽼朽化が
進むことも考えられますが、まずは 2 病院の耐⽤
年数の再検討が必要です。2 病院を根岸の 1 病院
に統合した場合に現在、福浦と浦⾈で機能してい
る地域救急医療・重点医療体制をカバーできるで
しょうか。特に⾦沢区では地域の救急医療を担う
体制が弱くなり、また近隣⾃治体の逗⼦市や横須
賀市の住⺠医療にも影響を及ぼすので、検討が必
要です。計画でも触れられていますが、駅から
1Kｍ、⾼低差が 50m ある⼩⾼い丘の上にある跡
地は徒歩では⾏きにくい⽴地にあり、交通網の整
備が必要です。特に病気を抱える⼈にとって坂道
はきつく、アクセス⼿段の確保が絶対条件とも⾔
えます。しかし道路利⽤は限定されており渋滞や
事故、災害などを想定すると徒歩での利⽤が困難
な場所に、横浜の地域医療・⾼度医療の中核とな
るような病院を建てるのはリスクが⾼いと考えら
れます。現在の市⼤ 2 病院は駅からもすぐ近く
で、平地であり道路も複数利⽤できることと⽐べ
ると、アクセスのしやすさに⼤きな開きがありま
す。将来を⾒据えて、根岸住宅地区跡地の利⽤を
計画することが必要です。しかし現在、新型コロ
ナウィルス感染症によって、経済は停滞して市税
収⼊も⼤幅に減少することが⾒込まれています。
これがいつ回復するかも⾒通せない中で、⼤規模
な財政⽀出を伴う、病院整備計画は先送りして再
検討するべきではないでしょうか。
当⾯は、⽀出をほとんど伴わないような利⽤形
態、例えば跡地を細かく区切って短期間「市⺠農
園」として多くの市⺠に貸し出して利⽤してもら
い、市は利⽤料で収⼊を得るなども考えられま
す。
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この跡地利⽤計画案ではどれぐらいの費⽤を必要
として、収益がどれぐらいになるのかということ
が書かれていません。⼤規模な市税⽀出を伴う計
画を公表して、市⺠に意⾒を求める場合には、概

本市の考え⽅
は宗教施設となるため、政教分離の原則から本市
が主体となって整備することはありません。
また、周辺の緑豊かな環境などを⽣かしなが
ら、主に公園、道路及び公共・公益施設等では、
積極的な緑化を図るとともに、地区全体で連携し
た緑の回遊空間の形成を図っていきます。
なお、頂いたご意⾒については、⼟地を所有す
る地権者で構成されるまちづくり協議会や本市の
関係部署と共有いたします。
地域医療機関との役割分担を踏まえ、公⽴⼤学
病院として求められる役割を精査し、今後、新病
院等の再整備や、現⾏２病院の跡利⽤等につい
て、具体的に検討を進めていきます。
施設の狭あい化や⽼朽化のみならず、同規模２
病院体制が抱える経営上の課題に対する対応等も
含め、⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強
化を図っていくため、⼤学病院を１病院に集約す
る再整備について検討を進めていきたいと考えて
います。現⾏２病院の跡利⽤等については、近隣
エリアで将来求められる医療・福祉ニーズを踏ま
えながら、今後、具体的に検討を進めていきま
す。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
医学部・附属２病院等の再整備に係る事業⼿
法・事業費については、今後、⼯期短縮、経費節
減、多様な財源確保を⽬指し、多⾓的に研究を進
めるなどし、再整備構想の具体化に向けた検討を

No.

25

ご意⾒
算であっても収⽀の予測を公表することが必要で
す。貴重な市税をどのように使うのかを明らかに
してから、再度市⺠に広く意⾒を求めるべきだと
考えます。
公園が良い。若しくは放置して、原⽣林に戻す。

病院は必要ない。

公園が良い。若しくは放置して、原⽣林に戻す。

26

ぜひ公園の拡張として、⾃然を⼤切にしてほし
い。経済のためと、⼈が集まるコンサートアリー
ナや遊園地、ショッピングセンター等は、もうい
らない。そう⾔う施設は、過疎化が進んでいる場
所に作ってほしい。アフターコロナ、⼈々を分散
させていく考えが必要だ。

本市の考え⽅
取りまとめ、
「再整備計画」としてし、改めて市
⺠意⾒募集等を⾏っていく予定です。
また、今後、⼟地区画整理事業の具体的な検討
に合わせて事業費について検討していきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦後
70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を受け
てきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の意⾒
を尊重するとともに、本市としても本市及び本地
区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を策定
しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがって、現時点で全⾯を公園とすることや
原⽣林に戻すことは考えておりません。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えており、根岸住宅地区跡地は駅からのア
クセスが不便等の課題はありますが、新病院等に
求められる⼟地の条件を概ね満たしていると考え
ています。今後、再整備に係る具体的な内容につ
いて検討していきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがって、現時点で全⾯を公園とすることや
原⽣林に戻すことは考えておりません。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがって、現時点で全⾯を公園とすることは

No.

ご意⾒
⼤学が都⼼部に集中しているので、この辺りに⼤
学を作ってほしい。
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低層住宅、公園化については賛成である。

寺久保に居住しているが、周辺道路は⾞幅が狭
く、現時点ですら通学路としての危険性が認めら
れる。病院ができたさい、住宅道路が抜け道とな
り、渋滞、事故の増加、路上駐⾞増加が考えら
る。また通学路の規制を確保しなければ、現在の
⾞幅で病院に⾏くための⼟地勘のないものが⼩学
⽣の列に突っ込むなどがあり得る。
28

⽴地がとても不便で、交通の便が悪すぎると思い
ます。バス便を作るといっても道路は⼀つしかな
いし、渋滞はするし、働く⼈にとっても通院する
⼈にとっても不便ですので、反対です。根岸のと
ころに作るなら、渋滞等に関係な電⾞の路線をひ
いてください。市⼤センター病院位の⽴地の良さ
ではないと通えません。市⼤センターの隣の横浜
市のビルと統合して⼤きくしたらいいと思います
し、あの⽴地だから三次救急として機能がはたせ
ていると思います。そもそも働いてる⼈や通院し
ている⼈は 2 病院統合を望んでません。⽬先の利
益だけでなく、考えて検討して欲しいです。

29

『運動公園』の施設を、切望します。今の市⺠に
必要なのは『癒し』と『運動』です！ご存知の様
に横浜市には、公園が多く整備されていてありが
たいのですが運動をしようと思ったり、体を鍛え
様と思ってもそれらの公園には、設備が不⼗分で
適当な公園がありません。この予定地は広⼤な敷
地を有するので、正しく『運動公園』に相応しく
現代の市⺠に最も必要な公共施設です。健全な⾁
体や健康な体は『未病』にも繋がりますし、健や
かな⽣活を送れれば市政にも、良い結果を促す事
でしょう。ランニングや散歩が出来る外周路や筋
トレが出来る器具の設置シンプルな器具・道具で
楽しみながら健康維持管理が可能な誰でも気軽に
⾏ける公園を所望します。加えて⾞や⼆輪⾞が多
く駐⾞出来る『無料駐⾞場』も完備して欲しい。
病院と融合させてスポーツ施設みたいなの作って
欲しいです。
例、バスケットゴール（コート）
、サッカーコー
トなどお願いします！

30

本市の考え⽅
考えておりません。
当該地区において、横浜市⽴⼤学以外の教育施
設や、産学連携の充実に向けた⼟地利⽤を図って
いくことなども引き続き検討していきます。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
⼭元⼩学校前を通る道路については、幅員が狭
い状況下で通学路となっていることは承知してお
り、地域の⼤きな課題であると認識しています。
本基本計画では、主要な道路を別途整備し、交
通の分散を図っていくこととしています。
なお、交通規制については、主要な道路の完成
時期を⾒据えながら、周辺⾃治会と協⼒し検討し
ていく必要があると考えています。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、⼤学病院等の再整備は⻑期的な視点から
市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としてあり続け
るために必要なことと捉えており、現⾏のセンタ
ー病院は容積率 400％を最⼤限に活⽤しているた
め、⼀体整備する医学部や研究施設のために隣接
地に新たに敷地(現⾏の医学部等の延床⾯積、病床
数の増加分等から約 2 万㎡以上)を確保する必要が
ありますが、現状の⽴地状況から、周辺地に医学
部・研究施設を整備する敷地を確保することは困
難です。⼀⽅、根岸住宅地区跡地は現在、駅から
のアクセスが不便等の課題はありますが、新病院
等に求められる⼟地の条件を概ね満たしていると
考えています。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。

No.

ご意⾒

近くに病院あると便利なのでいいと思います

31

私は時々、バスケをしに森林公園を利⽤していま
す。でも、坂を登らなければならなかったり、急
な階段をあがったりしないといけません。病院を
作るとなると、⾼齢者の⽅が利⽤する事が増える
と思います。なので、あの地域に⾏くためにバリ
アフリーの感じで、整備してくれたらもっといい
と思います

32

勉強、住宅、⾃然を組み合わせの街を作るのは住
みやすい場所ができるのでとても良い事だと思い
ます。また根岸住宅地区跡地を循環する⾃動バス
を導⼊し、近未来な街を作ることも考えて欲し
い。
再整備することより医学の研究、医療機器が新し
くなり新しい⼈材を作ることが出来やすいと思
う。また今現在 新型コロナで多くの集中治療室
が不⾜していることから多く集中治療室を作って
欲しい。

33

地球温暖化が問題視されてる現代に公園を作るの
が良いと思います。私⾃⾝根岸森林公園がとても
⼤好きで横浜市で特に好きな公園です。⼭下公園
もとても綺麗で⼤好きです。芝⽣も綺麗に整備さ
れていてのびのびと出来てとても気持ちがいいで
す。住宅地や、病院を作るならおしゃれで近未来
な感じの植物や⾃然を⽣かした⽅がいいと思いま
す。横浜や東京もコンクリートが多すぎるのでも
っと⾃然に近い暮らしが出来たらいいなと思いま
す。

本市の考え⽅
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
地域医療機関との役割分担等を踏まえ、ご要望
の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内
容について検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
ご評価いただきありがとうございます。
道路交通については、地区内の交通⼿段とし
て、パーソナルモビリティや⾃動運転といった交
通環境の変⾰について、時期を⾒据えながら対応
を検討していきます。
再整備を⾏うことで、ハード・ソフト両⾯にお
いて、⼤学病院としての機能強化を図り、市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦として、緊急事態にも
迅速・的確に対応しうる病院にしていく必要があ
ります。ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に
係る具体的な内容について検討していきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがって、現時点で全⾯を公園とすることは
考えておりません。
なお、森林公園ゾーンについては、根岸森林公
園を拡張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンと⼀体的に利⽤できるようにするなど、利
便性の向上を図りつつ、周辺地域からのアクセス
性を⾼めていくことや、緑を増やしていくこと
で、公園の魅⼒を⾼めていきます。
また、住宅地等ゾーンについては、⾝近な公園
を配置していきますが、計画にあたっては、本地
区内の新たな住宅地や周辺の住宅地の居住者に寄
与するよう数か所に分けるなど、バランスよく配
置するとともに、主に公園、道路及び公共・公益
施設では、積極的な緑化を図ることや、地区全体
で連携した緑の回遊空間の形成を図っていきま
す。

No.
34

ご意⾒
基本的には参成

市⺠総合医療センターは、残して欲しい。

35

全体に市⼤医学部病院再整備に賛成です。医学部
病院はここしかないと考えます。しかし、市の中
⼼部は便利になりますが郊外部は今ひとつです。
中⼼部に不⾜しているのは環境、緑。郊外部に不
⾜しているのはにぎわい、便利さ。共通して不⾜
しているのは地震、⽔害 対策です。
〈ページ〉〈意⾒、提案、要望等〉
１写真はうまくできています。何⽉何⽇何時がわ
かるといいです。
５「国による現状回復作業」がわかりにくいので
もう少し説明してほしい。
７図が⼩さく、プリントすると読みにくいです。
22 質問 「新横浜地区」は「研究開発拠点」に含
まれないのですか？⼊れた⽅がいいかもしれませ
ん。⽂教地区のイメージが良い。あまり⾼層でな
いビルにしてほしい。
23 質問 住宅が増えますが、⼩学校は作るのです
か？意⾒ 消防出張所を地区の北側に作ってほし
い。現状⽶軍消防署はあるが、ここでなく、もう
少し中区、南区の不燃化地区に近いところに作
る。
24 意⾒・低層住宅地のイメージがとてもいい。フ
ェンスがない、道が広いので質が⾼い。
・「ゆとり
ある質の⾼い住宅地」には賛成しますが、⺠間で
できる事は⺠間にまかせるのが良いと考えま
す。・市の経費で広い道や、無電柱をする必要は
少い。様は無電柱化が必要なのは、P5 にある様
な狭あい道路地区だと考えます。こちらが優先で
す。
25 写真がうまくとれています。ただ「臨む」は
「望む」の⽅がいいのでは。
27 アメリカの街ならば、アメリカの街路樹、ポ
プラとかハナミズキとが良い。⽶国⾵住宅地とあ
りますが、⽶国⾵低層住宅地かと考える。現況の
低層住宅があれば、その写真をのせてほしい。
28 「⽣活道路のイメージ」が⾼級住宅地をうま
く表現できている。各⼾にフェンスがなく、植栽
があり、グリーン化ができている この様な景観
制限？協定？が望しい。
29 根岸駅から住宅までロープウェイが望しいと
思うのですが、できない理由を説明してほしい。
30 防災
スケジュール上、まだ先の計画だと考えます。当
⾯オープンスペースにしておいて、災害仮設住宅

本市の考え⽅
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
地域医療機関との役割分担を踏まえた、持続可
能な運営体制が必要と考えており、⼤学病院とし
ての機能は１病院に集約する⽅向で検討を進めて
いきたいと考えています。また、現在の２病院の
跡利⽤については、これまで地域で果たしてきた
役割や医療需要の変化（回復期・慢性期需要、在
宅医療⽀援等）も考慮する必要があります。こう
したことを踏まえ、近隣エリアで将来求められる
医療・福祉ニーズを踏まえながら、必要な機能を
確保することを基本とし、今後、検討を進めてい
きます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、数々の提案をいただきましたが、
具体的な施設や詳細な事項については、今後、検
討していくことになります。
国による原状回復作業については、根岸住宅地
区は、現時点で返還されておらず、当該地区を⽶
軍と⽇本国とで共同で使⽤し、⽶軍の管理下のま
ま、国による原状回復作業が⾏われることが、令
和元年１１⽉の⽇⽶合同委員会で⽇⽶合意されて
います。
ロープウェイの設置については、通⾏ルート下
部の住宅地１つ１つから上空利⽤の同意が必要に
なることや、緊急時の対応が困難であることなど
から、住宅が密集した当該地では適当でないと考
えています。
その他頂いたご意⾒については、関係部署で共
有し、今後の検討の参考にさせていただきます。

No.

36

ご意⾒
や災害廃棄物置場にできる様にしてほしい。深⾕
跡利⽤と同じです。
30・最遠点が記述してありとてもいい。
・避難場
所として指定に必要なオープンスペース⾯積や条
件を⽰すとわかり易い。質問 市では、倒壊
1/2、焼損 1/2、の計画を進めていますが現在の進
捗を公開してほしい。
31・避難路について 坂道でも⼿動⾞イスで⾏け
る様にしてほしい。エレベーターは緊急時動かな
いと推測します。
34・表中、M を優先してほしい。
35 G は急傾斜地だと指定されず、⼟砂災害だと
指定されていますが、この差を説明してほしい。
37 植栽するならば、原⽣植のタブノキ、ツバ
キ、トベラなどを選んでほしい。
38 ⼭⼿駅からのアクセスを改善してほしい。駅
周辺を再開発して新しくできる病院⾏きのバスや
ミニバスの乗降エリアを作ってほしい。病院は停
電、災害に強い機能を保持してほしい。
・貯⽔槽・太陽光発電装置・仮説病棟に転換でき
る多⽬的室
39 通過交通流⼊防⽌に賛成しますが、図では主
要道路と住居部をつなぐ歩道が書いてないです。
40・できれば短くても良いので「せせらぎ道」を
作ってほしい。・緑、花だんでも良いので、連続
して作ってほしい。
41・計画にはおおむね賛成しますが、いわゆる不
⼈気な施設が⾒当りません。中区には不⼈気な施
設が少いです。具体的には廃棄物関連施設を作
る。場所は、根岸公園と接する地区の北側に、
1ha 程度の施設です。理由 上記施設は国から無償
供与だからです。・できれば２系統から電⼒を得
られる変電、配電所を作る。
42 「換地」の説明がありとてもいい。図解する
ともっとよくなります。
ページ 意⾒等
全体 本案に賛成します。
はじめに意⾒ 「医師の働き⽅改⾰」とあります
が、看護師、もう少し広く医療従事者ではないで
しょうか。
２意⾒ 建蔽率のぺいが漢字が難しいのでふりが
なを追加
５意⾒ 旧横浜南部医療圏がもう少し説明してほ
しい
６質問 かん和ケアは慢性期に含まれるのでしょ
うか
６意⾒ 整備経過の図に⻄暦を追加してはいかが
か
７意⾒ [医療⾯の課題]〜既存不適格となる〜
もう少し説明してほしい
８不明 [⽼朽化について]〜過⾔ではないか
かはいらない気もします
11 意⾒ 根岸住宅地区跡地に賛成します
19 専⾨⽤語が多くてもう少し説明してほしい
GCU?MF-ICU? IBD センター?G-ICU? G-HCU?
20 75 才以上を 75〜85 才、85 才以上に分けては
いかがか
23 市を３つに分けていますが、説明をしてほしい

本市の考え⽅

本再整備構想の策定や再整備に係る具体的な内
容の検討にあたり、参考にさせていただきます。

No.

37

38

ご意⾒
24 グリーン⾊は市⽴の病院と思われます 説明を
追加してはどうか
30 DPC の⽤語が難しい
不便になります。

交通の便があれほど不便なのに⼤⾦をかけて事業
をするなどあり得ない。バス便はいくら便数があ
ろうとも交通の便が良いとは⾔えない。林市⻑は
間違っている。新市庁舎もそうだが、わざわざそ
れまでよりも不便なところに⼤⾦をかけて新設し
ているが、まったく⾦の使い⽅が悪い。今度の跡
地利⽤もおなじ。不便なところに⼤⾦をかける
な。

福浦については交通の便が良いと⾔っているにも
かかわらず、再整備に当たっては市内全域からの
アクセスが良くないというなど分析が⽭盾してい
る。現状施設では市内からのアクセスが良くない
というなら、根岸の跡地などさらにアクセスが悪
いではないか？●や●が通うにはバスではなく鉄
道駅の⾄近が必須であろう。浦船に向かうバスで
病院に通う⼈たちはとても⼤変そうだし運⾏に伴
う揺れなども鉄道に⽐べて⽐較にならないほど危
険です。わざわざバス便利⽤が必須の地に病院を
⽴てるなどという発想⾃体おかしい。タクシーを
使える⼈など限られているのですよ。不便なとこ
ろに⼤⾦をかけるなら、既存を活⽤することに⼤
⾦をかけるべき。新しく建物を作らないとゼネコ
ンが儲からないからやるのか？また、再整備後に
どのような医療施設が残されるのかについて⾔及
しておらず、このような移転ありきのみの案を提
⽰するのは無責任極まりない。再整備後の案が良
いものなら賛成もありうるが、きちんと最後まで
検討しなければならない。それが⾏政の責務だ。

39

40

根岸森林公園、特にみはらし広場やモーガン広場
からの富⼠⼭の眺望が損なわれないような⼟地利
⽤計画にしていただきたい。具体的には、⾼さの
ある建物、特に市⼤医学部付属病院について危惧
しています。あの場所からの眺めは、何物にも代
えがたいのです。
なるべくアメリカの住宅地の景観を壊さず再開発
していただきたい。ストリートサイン等も残して
おいて欲しい。
意義なし

本市の考え⽅

駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。ご要望の趣旨を参考に、今後、再
整備に係る具体的な内容について検討していきま
す。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
福浦地区については駅直結のアクセスが利点と
なっていますが、市南端に位置するため、⾼度救
命救急センターや、災害拠点病院等の役割から、
全市域からの広域的な視点で交通アクセスを捉え
た場合、利便性が⾼いとは⾔えないと考えていま
す。現⾏の同規模２病院体制の継続は、診療圏の
重複、設備投資・管理部⾨の重複など、今後、⼈
⼝減少社会を迎える中で、経営上の課題となるこ
とから、⼤学病院としての機能を 1 病院に集約す
る必要があると考えています。根岸住宅地区は駅
からのアクセスが不便等の課題はありますが、新
病院等に求められる⼟地の条件を概ね満たしてい
ると考えています。今後、ご要望の趣旨を参考
に、交通アクセスの課題や、現⾏２病院の跡利⽤
などの再整備に係る具体的な内容について検討し
ていきます。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。

本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
やストリートサイン等を参考にするなど⽶国⾵住
宅地の景観や雰囲気の継承を⽬指します。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ

No.

41

ご意⾒

駅からのアクセスも考慮した跡地利⽤計画にして
欲しい。

今の附属病院の診療科は分かりづらい。患者にと
って分かり易い構成、名称にして欲しい。

42

通院は 1 ⽇がかりになるので、周辺にスーパーや
時間をつぶせるお店を整備してもらいたい。

交通アクセスが⼼配。⼊院は多少不便でも良いか
もしれないが、⾼齢なので外来受診は不安だ。

43

44

根岸住宅地区の中に⼊ったことがないのでわかり
ませんが、写真を⾒る限り雰囲気のある素敵な場
所のように思います。おしゃれな⽶国⾵住宅は若
い世代の購⼊需要もあるように思います。
「再整備構想（案）
」によると、課題の多くが
「狭あい化」によるものであるように思います。
新しい病院・⼤学には、最新の医療機器や研究機
器、コンピュータ等を導⼊できるだけの広いスペ
ースを予め確保しておくべきだと思います。最先
端の医療や研究成果を市⺠に提供するためである
と同時に、数年後に「狭あい化のため、再整備が
必要」と同じことを繰り返さないためにも重要な
視点ではないでしょうか。
横浜市⼤には商学部もあったと思うが、なぜ医学
部だけを移転させるのか。

本市の考え⽅
とと捉えており、根岸住宅地区跡地は駅からのア
クセスが不便等の課題はありますが、新病院等に
求められる⼟地の条件を概ね満たしていると考え
ています。今後、再整備に係る具体的な内容につ
いて検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
再整備のコンセプトに「病院利⽤者に安⼼感を
与える診療環境の整備」を掲げており、ご要望の
趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内容
について検討していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後
の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根岸
駅からのバス路線が新設できないか、また、地区
内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を再
編することで複数⽅⾯から分散してアクセスでき
ないかなどについて、バス事業者とともに検討を
進めていきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
「狭あい化」は現⾏施設が抱える主な課題の⼀
つとなっており、そうした課題の抜本的な解決の
ため、再整備が必要と考えています。⻑期的な視
点から⼤学病院としての機能強化を図り、市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦としての役割を果たせ
るよう、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に
係る具体的な内容について検討していきます。

市⼤にはその他、⼋景キャンパス(国際教養学
部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部
等）等があります。⼋景キャンパスは耐震性等向
上整備事業が完了していることから、今回の再整
備では、⼟地スペースの制約や再整備に係る事業
規模・期間等を総合的に勘案し、福浦キャンパ
ス・附属病院等、市⺠総合医療センターを対象と
しています。

No.

ご意⾒
コロナなどの突然の災害にも柔軟に対応できる病
院の造りにしてほしい。例えば、普通の病床をす
ぐにコロナ専⽤病床として使えるような。

45

住宅地等ゾーンには、病院の職員が安価で住むこ
とのできる住居（アパート・マンション）がある
と良いです。

46

47

看護宿舎はなくなってしまうのでしょうか。宿舎
でなくても、病院の近くに職員が安価で住むこと
のできる住居（アパート・マンション）があると
良いです。職場から近いと夜遅い時間に帰宅する
ときに安⼼できるし、災害時や緊急時にすぐ病院
へ向かうこともできるので。
朝晩、根岸森林公園を⽝を連れ散歩してます。富
⼠⼭がキレイに⾒えて、その景⾊を楽しみにして
ます。新しい建物が建設されて、その景観が損な
われませんように…。朝⽇の富⼠⼭、⼣⽇の富⼠
⼭、常に富⼠⼭を眺めてます。よろしくお願いし
ます！
やはり、幹線道路整備を必要でなおかつ、バスの
みならず新杉⽥からシーサイドラインの延伸し根
岸住宅跡地、阪東橋、⻩⾦町、藤棚、浜松町、⼾
部、横浜東⼝と伸ばし公共交通の拡充が必要だと
思う。

病院ありきで市⺠の為の施設(公園や公共施設)を
整備して欲しい。)

本市の考え⽅
再整備を⾏うことで、ハード・ソフト両⾯にお
いて、⼤学病院としての機能強化を図り、市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦として、緊急事態にも
迅速・的確に対応しうる病院にしていく必要があ
ります。ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に
係る具体的な内容について検討していきます。
住宅地等ゾーンについては、低層住宅を主とし
て、⼀部に中⾼層住宅を想定しています。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
ご要望の趣旨を参考に、病院利⽤者の利便性等
を考慮したうえで、再整備に係る具体的な内容に
ついて検討していきます。

良好な市街地景観の創出に向け、周辺住宅地と
の調和を考慮しながら、建物の規模、⾼さ等を検
討していきます。

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
今後は、ゾーニング図に⽰す通り、⾝近な公園
をはじめとする地域に必要な都市インフラ、福祉
施設、消防施設などの公共・公益施設や⽣活利便
施設等の配置を検討していきます。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上や広域避難場所の機能継続を図って
いきます。さらに、住宅地等ゾーンには⾝近な公
園を分散して配置します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権

No.
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49

ご意⾒

センター病院にかかっていましたが、決してサー
ビスは良くないと感じています。別の⼦の出産の
際に別の病院も利⽤しましたが、そちらの⽅が看
護師さんも親切でサービスが良かったです。市⼤
病院と聞いていたので、期待していたのですが、
がっかりした記憶があります。⾏政がやらなくて
はならない治療もあると思うので、新しく作るの
はしょうがないと思いますが、今の病院を残すの
なら、⺠間のキレイで親切な病院に建替えてもら
いたいです。
２０２５年問題が⽬前に迫っております。本計画
の上位計画に位置づけられている横浜市中期４か
年計画に掲げられている超⾼齢化社会への挑戦を
鑑み、⾼齢者への⽀援サービスの拡充検討をお願
いいたします。具体的には森林公園ゾーン内にあ
る建物を⾼齢者介護・看護⽤の公的施設に利⽤で
きないかというものです。詳細を以下に述べます
のでご検討ください。
①考えに⾄った経緯
横浜市には、よこはま地域包括ケア計画として⾼
齢者の福祉介護事業に取り組んでいただいており
ますが、独居⽣活者が抱える不安および要介護３
以上の介護者を抱える家庭の精神的、⾁体的負担
に向けてはさらなる施策が必要と感じておりま
す。そういった観点で⽶軍跡地内の建物設備を廻
ったところ、森林公園ゾーンの北東側に宿泊施設
とおぼしき外観の建物を確認しこれを利⽤できな
いかとの思いに⾄ったもの。
②公的施設の具体案
当該跡地の近くには簑沢ケアプラザがあります
が、サービス内容は通所介護や介護予防通所⽬的
のデイサービスとなっており通所可能もしくは送
迎対応可能な⾼齢者が対象となります。⼀⽅、⽼
⼈ホームと呼ばれている介護サービスを有する公
的施設には、ケアハウス、特別養護⽼⼈ホーム、
介護⽼⼈保健施設、介護医療院がありますが、さ
らなる需要の増加が予想される、ケアハウスと特
別養護⽼⼈ホームの２施設、もしくは両サービス
を併せ持つ複合施設を森林公園ゾーンの北東の宿
泊施設とおぼしき施設を再利⽤して活⽤すれば、
病院、ケアプラザ、ケアハウス、特別養護⽼⼈ホ
ームという⼀体的なサービスが可能になると思料
します。
③⾒込まれるメリット
・国が原状回復作業に要する費⽤の削減
・横浜市の跡地利⽤に要する横浜市の費⽤の削減
・横浜市⺠への⾼齢者サービスの拡充
・孤独死等による空き家問題の解消
再整備構想を拝⾒し⼀部の病室⾯積が医療法上既
存不適格と指摘されていること。また、病院とし
て狭あい化や⽼朽化が⼤きな課題になっていると
のこと。確かに３０年前を振り返ればプライバシ
ーへの配慮も希薄であったであろうし、現在にお
いてはベッド周辺でできる検査や治療が増えてい
ることからも将来を⾒据えて余裕のある病室の間

本市の考え⽅
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
今回の再整備のコンセプトとして、ハード・ソ
フト両⾯から「病院利⽤者に安⼼感を与える診療
環境の整備」を掲げています。地域医療機関との
役割分担を踏まえ、公⽴⼤学病院として求められ
る役割を精査し、今後、新病院等の再整備や、現
⾏２病院の跡利⽤等について、具体的に検討を進
めていきます。

森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。

地域医療機関との役割分担を踏まえ、公⽴⼤学
病院として求められる役割を精査し、今後、再整
備に係る具体的な内容について検討していきま
す。

No.

50

ご意⾒
取りや設備を備えておく必要があると感じます。
また、神奈川県地域医療構想をもとに独⾃に推計
された必要病床数の算定において将来的に回復期
や慢性期機能の病床に⼤幅な不⾜が⾒込まれてい
るとのことであれば、既に平均在院⽇数の短縮化
が気になるところでありますので本計画に賛成し
ます。
なるべく費⽤をかけないで欲しい
なるべく費⽤をかけないで欲しい

51

52

53

本計画(案)には⽶国⾵住宅地の景観等の継承とい
うタイトルで「⻑期に渡り愛着を持って親しんで
もらえるよう、活⽤⽅法は時期を⾒据えて幅広く
検討する」とありますが、スケジュールによると
事業計画や都市計画を策定する前に原状回復作業
が完了されてしまいます。つまり既存の建物設備
は活⽤しないものと理解すべきでしょうか。
私からの提案ですが、森林公園ゾーン内にあるガ
ソリンスタンドはとても⾵情があるのでモニュメ
ントとして残してはいかがでしょうか。加えて、
ガソリンスタンドの下には恐らくガソリンを貯蔵
するためのスペースがあるかと想定できます。こ
のスペースを災害⽤地下給⽔タンクに代替するこ
とでこの施設の汎⽤的な活⽤が可能になると考え
ます。尚、根岸競⾺記念公苑には緊急給⽔栓があ
りますが、この⼀帯は⾼地であるため停電等で⽔
道局側の加圧ポンプが機能せずに断⽔する可能性
を懸念しています。その他に災害⽤地下給⽔タン
クは仲尾台中学校、配⽔池は平楽と何れも遠⽅に
あります。横浜市⽴⼤学病院等の再開発がされる
のであれば災害⽤地下給⽔タンクの設置は意味が
増すのではないかと思料します。横浜市が掲げ
る、都市計画区域の整備・開発及び保全の⽅針に
もとづき、新しい横浜らしさの創造と持続を⽀え
る都市づくりのためにご検討をお願いいたしま
す。
以前は根岸台バス停付近と森林公園のあいだに通
路がありましたが、２００１年の⽶国同時多発テ
ロをきっかけに通り抜けができなくなり旭台等ま
で迂回して公園に⼊ることになりました。根岸森
林公園は広域避難場所に指定されています。当該
跡地を既に⽶軍が未使⽤なのであれば、有事の際
に避難しやすいよう原状回復作業時にでも通路の
再開をお願いします。
早くやるべきだ！

早くやるべきだ！

本市の考え⽅

今後、⼟地区画整理事業の具体的な検討に合わ
せて事業費について検討していきます。
事業⼿法・事業費については、⼯期短縮、経費
節減、多様な財源確保を⽬指し、多⾓的に研究を
進めるなどし､再整備の具体化に向けた検討をと
りまとめ､｢再整備基本計画｣として､改めて市⺠意
⾒募集等を⾏っていく予定です。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。

森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。

国が⾏う原状回復作業時においても、広域避難
場所としての機能が維持できるよう、引き続き⽶
軍および防衛省へ要望していきます。

⼟地区画整理事業は、単に⼯事をするだけでな
く、⼟地の権利を交換・分合する事業であるた
め、地権者との合意を得ながら進めていく必要が
あります。また 43ha もの広⼤な敷地における⼤
規模な⼯事となり、様々な法定⼿続きが必要なこ
とから、まちの概成までには 10 年から 15 年は必
要になると考えています。今後、返還時期を⾒据
えながら、事業の着実な推進に努めていきます。
根岸住宅地区跡地の返還等の動向も踏まえなが

No.

ご意⾒
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基本計画には概ね替成。
住宅地等ゾーン、森林公園の拡張、⽂教ゾーンの
医学部付属病院等の候補地は反対です。
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交通の確保について：特に道路のアクセスを改善
が必須と思います。特に地震等の災害時には、現
状道路ダケでは完全にマヒをします。⽂京地区当
りと、堀割川をダイレクトに結ぶ太い道路の確保
が必要ではないでしょうか？天神橋当りより、崖
を登る動脈を通しては如何でしょうか？（崖を斜
めに登る道）

・上記(1)と同じく、幹線となる道路が必要と思
う。
・不動坂と⼭元町の２本の幹線道路では、この地
域の発展を⽀えるキャパシティは無い。
・災害時には、完全に孤⽴した地域になってしま
います。

56

森林公園の拡⼤される部分にドッグランを設けて
ほしい。いつも⽝を連れて⾏ってるので分かるが
近隣の⽝達の集いの場となっているのに⾃由に遊
べる場所がない。住宅地部分は緑の多い余裕を持
った区画の取り⽅をしてほしい。

家の近所に地区に繋がる道路があるため、交通量
が増えすぎないか⼼配です。病院には⼗分なサイ
ズの駐⾞場を設けて欲しい。
またバスなどが⼊ることになった場合、地区外の
近隣の道路整備も同時にきちんと考えて欲しい。

本市の考え⽅
ら、今後、再整備に係る具体的な内容について慎
重かつ幅広い検討をスピード感をもって検討して
いきます。
ご評価いただきありがとうございます。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
主要な道路や⽣活道路の整備にあたっては、周
辺地域を含めた道路ネットワークを構築し、本地
区へのアクセス性を向上させるため、本地区内の
新たなまちづくりにより発⽣する交通量と本地区
周辺の幹線道路や交差点に与える影響を予測し、
必要に応じて交差点改良等の対応を⾏うことで、
円滑な交通処理を図っていきます。
なお、南区側および磯⼦区側からの避難路につ
いては、災害時に広域避難場所まで誰もが安全か
つ迅速に避難できるよう、地区外の既存道路から
地区内の道路へつなぐなど、避難路を確保するこ
ととしています。
主要な道路の整備にあたっては、周辺地域を含
めた道路ネットワークを構築し、本地区へのアク
セス性を向上させるため、本地区内の新たなまち
づくりにより発⽣する交通量と本地区周辺の幹線
道路や交差点に与える影響を予測し、必要に応じ
て交差点改良等の対応を⾏うことで、円滑な交通
処理を図っていきます。このほか、住宅地などの
⼟地利⽤の特性に応じ、⾃動⾞、⾃転⾞、歩⾏者
それぞれについて、安全かつ円滑で快適に通⾏で
きるよう、歩道・⾞道の幅員や⾞線数を確保して
いきます。
さらに、本地区のほとんどの区域は広域避難場
所に指定されていることから、防災性の向上を図
るため、⼤規模災害時に誰もが安⼼して広域避難
場所へ避難できるよう、周辺市街地の既存道路と
接続する避難路ともなる⽣活道路等の整備を⾏い
ます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つとなる横
浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に公表し
た「都市計画道路の優先整備路線」では、着⼿時
期未定としています。
しかしながら、⽶軍根岸住宅地区が返還され、
⼟地利⽤に変化があった場合などには、事業の進
捗に合わせて検討することとしています。
また、地区周辺の他の道路についても、事業の
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昨今の電柱を⾒れば電線、電話線以外にテレビや
ネットのケーブルが各会社ごとに張り巡らされて
います。地震のみならず台⾵や落雷、⽕事の被害
から⽣活に必須であるライフラインを守るために
も無電柱化の推進が必要と思料します。地震が起
きるだけでも⼤災害ですが、そこに電柱の被害が
重なると守れるものも守れなくなるかもしれませ
ん。従来、無電柱化は⾼コスト、⻑⼯期、災害時
の復旧に時間がかかるといった問題があったよう
ですが、近年では様々な低コスト⼿法が考案され
ているようですし、本計画がそもそも１０〜１５
年という⻑期間であり⻑⼯期という問題も払拭さ
れます。また、災害時の復旧時間については、た
とえ電柱のほうが復旧が早いとはいっても倒壊し
てしまうと復旧には相応の時間がかかるでしょう
し、それ対して地中ならば台⾵や落雷、⽕事の被
害は皆無、地震においては電柱よりも被災しにく
いはずで、復旧が必要になる可能性としては低い
と⾔えるのではないでしょうか。よって災害に強
いまちづくりには無電柱化は必須と思料します。
また無電柱化を図ることで景観の向上や道路の幅
員の確保、⿃のフンの落下被害も防げるというメ
リットも考えられます。そこで提案ですが、原状
回復作業が早々に⾏われるのであればそれにあわ
せ⼀部地域を試⾏的に無電柱化し、都市計画等策
定完了までに効果測定や課題整理を⾏うことが合
理的な⽅策ではないかと考えました。具体的には
森林公園ゾーンに隣接するエリアが適しているの
ではないかと思料します。影響のある住⼾が約２
０⼾程度と限られていること、歩⾏者や⾞の往来
については⼯事中は主要な道路予定地を迂回路に
することで合意形成が図りやすいと推測しまし
た。電⼒会社との事前調整等あるかと思いますが
ご検討のほどよろしくお願いいたします。
根岸住宅地区まちづくり基本計画(協議会案)段階
の⼟地利⽤図では、
「⽣鮮⾷品や⽇⽤品を主とし
た⽣活利便ゾーン」が明記されていました。とこ
ろが、今回の基本計画案では⼟地利⽤計画の章の
導⼊機能の項では「⽣活利便施設を適宜設置」
、
ゾーニングの項では欄外の全域の課題として「〜
公共・公益施設や⽣活利便施設等の配置を検討し
ていきます。
」とされています。当該跡地を含め
この⼀帯は⾼地にあります。⼀番近いコンビニエ
ンスストアでも徒歩で約１０分、駅前のスーパー
へは２５０段以上の階段を下り約１５分ほどかか
ります。また住⺠の⼊れ替わりが少ないことから
周辺住⺠の⾼齢化は著しく、現時点で多くの⽅々
が不便を感じています。仮にバスを利⽤できる⽅
でも荷物を抱えての負担は察するに余りありま
す。返還⽅針の合意から１５年を経て、早期引渡
しに向けた共同使⽤の合意がなされました。次の
ステップとして、ゲート等の障害がなく⼤規模な
原状回復作業も必要のない場所を対象に⼀部返還
を申し⼊れ、中型以上のスーパーやドラッグスト
ア、ファミリーレストラン等の⽣活利便施設の誘
致を段階的に先⾏実施されることを望みます。横

本市の考え⽅
進捗に合わせて必要な道路改良等について検討し
ていきます。
跡地利⽤基本計画第２章３（３）アに、様々な
機能に対応する道路の整備について記載していま
すが、主要な道路の整備と併せて無電柱化を積極
的に推進することとしています。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
根岸住宅地区については⺠有地と国有地がモザ
イク状に混在し、⼟地区画整理事業を基本にまち
づくりを進めることを想定しており、先⾏的に⽣
活利便施設等を整備することは困難ですが、少し
でも早く事業を進められるよう検討を進めていき
ます。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後
の検討の参考にさせていただきます。

No.

59

ご意⾒
浜市都市計画マスタープラン全体構想の７つの⽬
標のひとつ⽬には「超⾼齢社会や将来の⼈⼝減少
社会に対応できる集約型都市構造への転換」とあ
ります。企業等ヒアリング結果でも「⽇常スーパ
ーを中⼼に近隣商圏を狙って取り組む考えは検討
可能」との意⾒であるならば誘致の現実性は⾼い
ものと思料します。ご検討をよろしくお願いいた
します。
いきなり⾟辣の意⾒で⼤変申し訳ございません
が、現状宝の持ち腐れと感じます。この⼟地を利
⽤すれば、課題の⼤部分が解消されるように思い
ます。
＜問題提起＞
最も⼤きい問題としては、⼈⼝減少・⾼齢化だと
認識しております。計画にも記載されている通
り、「惹きつける魅⼒あるまちづくりの推進や、
市内企業の事業機会の拡⼤を促し、経済の更なる
活性化を推進 することがこれまで以上に求めら
れる」と思います。まず、これまで以上との記載
に違和感でした。何かしていたのでしょうか。抜
本的な対策を打たないと減る⼀⽅です。
＜根本的問題＞
上記に記載した通り、そもそもが魅⼒的に思える
⾏動を何も打っていないので評価ができないこと
が根本的な問題です。まずドラスティックな変化
を加えるような⾏動を起こすべきです。まだスタ
ート地点にも⽴っていないです。
＜根本的問題に対する対応案＞
・⼦育ての助けになる施設の構築
⼤規模なショッピングモール（ららぽーとのよう
な）と⼦供が遊び回れる施設（巨⼤なアスレチッ
クとバーベキュー場を融合した横浜つくし野よう
な施設）を根岸森林公園（その中にアスレチック
を作っても良いと思います）と連携できるような
複合施設を作るべきです。都市の魅⼒において、
求められている最重要ポイントとして、⼦供をよ
り良い環境で育てたいということが挙げられま
す。
上記の施設があれば、ほぼ満たせるかと思いま
す。この施設で、他県からも⼈を呼び寄せて経済
も回るようにします。
また、バーベキュー場やアスレチック、森林公園
のメンテナンスにおいては、⾼齢者の雇⽤⼝とし
ても活⽤できます。
・⼦育て世代の仕事の負荷を減らす
施設と同列に重要といいますか、同時に考える必
要があるのは保育園です。この保育園も同時に⼤
規模に増やすことを計画し、進めていく必要があ
ります。保育園難⺠が多くいるため、保育園があ
る都市に引っ越すというような考え⽅になってい
るくらいです。増やすだけでも⼈は寄ってきま
す。
・交通の便の拡充
住宅地区跡地までの交通がよくないので、直通の
バスや、坂道の舗装など、計画が必要です。上記
３点を計画し、⼦育てしやすい環境を整えるだけ
で、他都市より圧倒的に魅⼒が増します。経済的
にもかなり回るようになります。

本市の考え⽅

⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
なお、これまで低層な住宅地を中⼼とするまち
であったことから、現時点で⼤規模な商業施設の
整備は想定しておりません。

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根岸
駅からのバス路線が新設できないか、また、地区

No.

ご意⾒

跡地以外にもプールやモンビルなどの⽼朽化して
いる施設の計画も同時に考えた⽅がさらによくな
るとは思います。モンビルを cial に、プールを飲
⾷チェーン施設にするなど。根岸はやれることが
多いポテンシャルの⾼い街だと思います。

60
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１に記載した案を最優先に考えるべきだと思いま
す。医学部があったとしても問題に対する直接
的・根本的な解決に何も寄与しないので。１に記
載した案と医学部であれば、相乗効果は⽣まれる
かとは思いますが。
（例えば⼈⼝増加に伴い、⼈
⼝あたりの病床が不⾜しているため、増やす必要
があるなど）
横浜市内の中⼼部に、これほど広⼤な⾯積を有す
る⼟地は他にない。その⼟地の有効活⽤としての
計画は基本的に賛成です。森林公園については、
市⺠の憩いの場となっており、緑豊かな⾃然をそ
のまま残してくれることは⼤変いいことだと思い
ます。市⼤付属病院の建設計画等も賛成です。
⼤都市横浜に⾒合う、最新設備を完備した国公⽴
⼤学付属病院を市の中⼼部に是⾮とも建設して頂
きたい。根岸住宅地は、またとない候補地だと思
います。
⽂教ゾーンに⼯業系・技能系の⾼専を作って欲し
い。１５歳で⼊って、５年みっちり⼯業系や技能
系を学べる環境が横浜市には必要だ。今、ないの
で。また、市内の⼯業⾼校に通う⼦のために、４
年次編⼊できるような⾼専であることも必須。そ
の⾼専には医療系技師や介護系技師を育てるよう
な科も併せて設置すれば幸せになれる⼦が増え
る。看護婦養成の看護学校も併せて作るべきだ。
現代の病院は医師だけでなく、技師や看護婦もい
なければ回らないのだから。機械科・電気科・化
学科・物理科・臨床⼯学技⼠臨床検査技師診療放
射線技師養成科（これらは６年か７年？）・介護
福祉⼠養成科・医学療法⼠養成科・看護科、５０
⼈×８科×５学年＝２０００⼈が学ぶ⾼専を是⾮
とも。
浦⾈町の IBD センタに命を繋いでもらっていま
す。それほど致命的に古くなっているという印象
は受けませんが、患者の利益につながるなら新し
い場所にリニューアルするというのは受け⼊れら
れる話です。問題は⽴地で、公共交通機関が壊滅
的な地区なので、地下鉄乗り⼊れは必須かと。バ
スでのピストン輸送は⾮現実的です。資料には⽔
害のことが記載が少ないのですが、⼤規模な⽔害
が起こったときに、根岸住宅のあたりは陸の孤島
になります。そのあたりを考慮した交通機関の整
理が必要でしょう。

本市の考え⽅
内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を再
編することで複数⽅⾯から分散してアクセスでき
ないかなどについて、バス事業者とともに検討を
進めていきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、⽶
軍に提供されていた⼟地の跡地利⽤について、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものです。頂いたご意⾒については、関係する
企業や本市の関係部署で共有し、今後の検討の参
考にさせていただきます。
根岸住宅地区跡地は新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、今回の再整備につい
て根岸住宅地区跡地利⽤の考え⽅にも合致するも
のと考えています。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。

⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⾼専の設置主体とな
る国へご要望の趣旨を伝えるとともに、⼟地を所
有する地権者で構成されるまちづくり協議会や本
市の関係部署で共有し、今後の検討の参考にさせ
ていただきます。
引き続き、地区全域において、次の時代をけん
引する成⻑分野の研究開発を促進するため、横浜
市⽴⼤学以外の教育施設や、産学連携の充実に向
けた⼟地利⽤を図っていくことなども引き続き検
討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、⽔害等を含めた様々な⼤規模災害時に
は、現在の病院の⽴地と⽐較しても災害拠点病院
として根岸は適地と考えており、今後、ご要望の
趣旨を参考に、病院利⽤者の利便性等を踏まえ、

No.

62

63

64

ご意⾒

公設の介護⽼⼈ホームを５０００⼈分⽤意して欲
しい。公設●と⾔われるのは覚悟の上で、団塊の
世代が要介護になったときに、それを⽀えられる
世帯は少ないだろう。今４０代の就職氷河期世代
が親の介護を⺠間営利企業を利⽤できるはずがな
い。⺠間は⾼すぎる。就職氷河期以降の年収が低
い世代も⽀えられるはずがない。⾏政サービスと
しての公設●は必要だ。
移さないで欲しいもともと⾦沢区には搬送で主に
南共済と市⼤医学部を使うが根岸となると遠くな
りしかもシーサイドラインに市⼤医学部という駅
もあるそうなると駅が機能しないしかも南区にあ
る浦⾈病院も搬送に使うとなるとかなり南部の救
急医療体制が不安定になってしまう以上の理由か
ら統合しないで欲しい。
温泉施設になるとうれしい
箱根ユネッサンのような⼤きな施設

センター病院はまだ新しい建物なのでもったいな
い

65

⾼齢者の通勤通院を考んがえてモノレールを⾛ら
せる。⾼級住宅ではなく、中⾼層の団地を造成す
る。資⾦はそこから。
超⾼齢化社会で⾃宅療養者が増えこの計画には市
⺠サービスという観点が⽋けている。センター病
院は平坦な⼟地で駅からも近く⾞イスでも通え
る。付属病院はシーサイドライン直結である。同
じサービスを維持するためモノレールを設置。

66

BSL-4 対応施設を整備してほしい。2014 年３⽉
に⽇本学術会議がその必要性を提⾔している。先

本市の考え⽅
交通アクセスの課題等の再整備に係る具体的な内
容について検討していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
地域医療機関との役割分担を踏まえ、公⽴⼤学
病院として求められる役割を精査し、今後、新病
院等の再整備や、現⾏２病院の跡利⽤等につい
て、具体的に検討を進めていきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は⼤規模な温泉施設等の整備は想定しておりませ
ん。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議で共有し、今後の
検討の参考にさせていただきます。
市⺠総合医療センターについては、本館は築 20
年程度ですが、救急棟については築 30 年を超
え、⽼朽化や狭あい化が顕著となっています。病
院等⼤規模医療施設の整備は、通常、検討開始か
ら事業完了まで 10 年以上を要する事業であり、
それまでの間も⽼朽化等が進⾏します。こうした
課題に加え、同規模２病院体制が抱える経営上の
課題に対する対応等も含め、⻑期的な視点から⼤
学病院としての機能強化を図っていくため、⼤学
病院を１病院に集約する再整備について検討を進
めていきたいと考えています。今後、再整備に係
る具体的な内容について検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、現在は駅からのアクセスが不便等の課題
はありますが、新病院等に求められる⼟地の条件
を概ね満たしていると考えています。
再整備のコンセプトには「市⺠に最先端で安全
な医療の提供につなげる世界レベルの研究推進」
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進諸国の中で⽇本だけが遅れをとっている。コロ
ナに限らず、⽣命の安全・危機管理の観点から、
横浜市が率先して取り組んでほしい。
国有地と⺠有地が混在しすぎている。

インフラ整備、交通アクセス、⾼低差等、⾼齢者
や弱者に対して安全・安⼼な町づくりとコンセプ
トをあげているが、現実から⾒てかなり難があ
る。地下鉄の延伸等考えてほしい。バス交通は、
⾼齢者、病弱者には乗降時の段差等、利⽤しずら
い 弱者からの視点が計画に取り込まれていない

・病院は、健康な⼈間が⾏くのではなく、バス交
通では、乗降の負担や移送⼈数の問題等、弱者に
対して配慮がない。
・福浦への移転から 30 年越える様々な問題が起
きるのは理解できるが現在の技術で現地に建て替
えが本当に現実的でないのか⾮常に疑問が出る。
表に出さない国有地返還の他の問題をすり替えて
いるように思う。⻑期計画が⽢すぎる
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⼤学病院の再整備にお⾦をかけてわざわざやるこ
とではないと思います。看護型多機能福祉施設で
働いているものですが、本当に⼤変な状況です。
⼤きな病院はすぐに患者を追い出しますが、それ
を受け⼊れる側はとても⼤変です。⼈⼿も⾜り
ず、重症な患者を押し付けられるのは正直困りま
す。患者を出すなら、看護するスタッフも⼀緒に
付けてくれるくらいでないと、困ります。これか
らもっとそういう患者さんは増えるのではないで
しょうか。⼤学病院を作るくらいなら、そちらに
おカネを回してください。
根岸⽶軍住宅あと地に市⼤病院を建設という案に
ついての意⾒です。絶対に反対です。今の浦⾈病
院は地下鉄から通えますが、地下鉄沿線には JR
もないし、バスでのりつぎになります。⾼齢者に
とっても今通っている⼈も鉄道が使えず不便で
す。バス運転⼿が減少している中、いくらバスが
ふえても利⽤する⼈にとっては悪条件です。根岸
は不便なのでぜひ、考え直しをお願いします。

本市の考え⽅
を掲げており、今後、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
根岸住宅地区は、国有地と⺠有地が細分化され
てモザイク状に混在していることや、⻑年の施設
提供により道路、公園、下⽔道などの都市基盤が
未整備な状況であることが課題です。
それらの課題を解決し、まちづくりを実現する
ためには、⼟地の⼊れ替えや集約などの⼟地の再
配置とともに、道路や⾝近な公園等の公共施設の
整備が必要となるため、整備⼿法は⼟地区画整理
事業を基本とします。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点等の周辺道路の改
良や、ＪＲ根岸駅からのバス路線新設や既存バス
路線の⾒直し等によるバス路線の整備、乗客の負
担軽減に向けた更なる環境改善などについて、バ
ス事業者とともに検討を進めていきます。
現⾏ 2 病院が⽴地する⼟地での建替えはスペー
ス上の制約や全市域からの広域的な交通アクセス
等の観点から再整備候補地として現実的ではあり
ません｡
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
今後、ご要望の趣旨を参考に、病院利⽤者の利
便性等を踏まえ、交通アクセスの課題等の再整備
に係る具体的な内容について検討していきます。
市⼤病院は⼤学病院としての⾼度な医療の提
供、教育機関として地域医療を⽀える⼈材を育
成・輩出、地域医療機関への⽀援や、⾼度・先進
的な臨床研究推進などの役割を担っており、こう
した機能を⻑期的な視点から果たし続けるために
は再整備が必要と考えています。地域医療機関と
の役割分担を踏まえ、公⽴⼤学病院として求めら
れる役割を精査し、今後、新病院等の再整備等に
ついて、具体的に検討を進めていきます。

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討

No.

70

71

ご意⾒

アクセスの検討を⾏ってもらいたい。利便性ばか
りを求めるのではなく、駅から楽しく散策しなが
ら歩いて⾏ける様なルート（散策路）を整備して
もらいたい。利便性が良くなると、本来なら⼤き
な病院での診察を必要としない⼈まで来てしまう
ので、ある程度不便であっても良いと思う。それ
より歩いて通い易くして欲しい。

待ち時間や、拘束時間の短縮等を図るため、ＩＣ
ＴやＡＩ等を活⽤した効率的な医療を⽬指して欲
しい。例えば、スマートフォンと連動させ、逐次
診察想定時間を表⽰させたり、診察 10 分前にお
知らせが表⽰されるなどの対応をして欲しい。
我々が住む⽶軍施設フェンス沿い住宅地(⾒晴らし
班 13 世帯）は、2008 年に宅地造成販売され
2009 年秋より⽣活をしています。根岸森林公園
と隣接し、緑豊かな閑静な場所を選びました。⽬
の前の⽶軍施設が主要道路となる計画案に関し、
⼆点の意⾒並びに付随する質問をさせていただき
ます。１.根岸森林公園拡充の理念との齟齬・計画
案には森林公園を拡張し⼀体利⽤し魅⼒を⾼める
としていますが、森林公園を分断する主要道路建
設により、以下の障害を招く恐れがあります。
１）交通量増加による環境破壊：森林公園内の樹
⽊は⾼齢化が進み近年⽴ち枯れが⽬⽴っていま
す。⾞両による排気ガスの影響でこれに拍⾞をか
けることは間違いありません。 CO2 削減が世界
的課題となっている昨今、その流れに逆⾏し緑地
を分断することに対しての考えをお教えくださ
い。現在ある姿を未来に向けて守ることの尊さを
共有したいと考えます。 2）⾞両通⾏による安全
の劣化：森林公園は多くの年少者・⾼齢者・障が
いを持つ⽅々が利⽤しています。特に年少者の親
にとっては安⼼して安全に⼦供を遊ばせることが
出来る場となっています。芝⽣広場のある本公園
からふれあい広場（通称丸公園）へは多くの⽅々
が往来をおこなっています。幼稚園・⼩学校の遠
⾜や課外授業などの際は必ず⼆つの公園を巡って
います。また、聖光学園の⽣徒が部活動その他で
利⽤しているのはご存知のことと思います。交通
量の調査が始まっているようですが、⼈の往来の
調査はおこなう予定はありますでしょうか？何の
⼼配もなく通れていた道に⾞両を通すことによ
り、体⼒的弱者が事故に遭うことは必ず避けなけ
ればなりません。
1.周辺住⺠の⽣活の質の著しい劣化
・現在住宅とフェンス間の道路は、周辺住⺠のみ
が使⽤しています。⾞両は⾏き⽌まりとなってい
ます。
1）年少者を持つ家庭が安⼼に⽣活出来ている。

本市の考え⽅
を進めていきます。
なお、現在は駅からのアクセスが不便等の課題
はありますが、新病院等に求められる⼟地の条件
を概ね満たしていると考えています。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、散策路の整備については、頂いたご意⾒
を踏まえ、今後の検討とさせていただきます。
今後、ご要望の趣旨を参考に、患者等へのサー
ビス向上に向けて、再整備に係る具体的な内容に
ついて検討していきます。

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
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2）⼟地購⼊時家屋建築時、将来に渡り⽬の前が
主要道路になり⾞両が通⾏することを念頭にして
いた住⺠はいない：⾞両通⾏による排気ガス・騒
⾳、24 時間の緊急⾞両の通⾏、および多くの⼈の
往来による保安について⾏政はどのようにお考え
でしょうか？ 跡地利⽤計画には、質の⾼い住宅
地区の整備とありますが、既存住⺠への配慮につ
いてのお考えも併せてお伝えください。
質問
1. 計画案 P6.⽶軍施設返還跡地利⽤指針（2006
年 6 ⽉）においては、主要道路が根岸共同墓地南
側から⼤平町へ抜けることとなっていました。計
画案 P7.まちづくり基本計画（2017 年 5 ⽉）で
は、上記道路が準主要道路と変わっています。計
画案 P41.⼟地利⽤計画ゾーニング（2020 年 9
⽉）において、⽶軍施設が主要道路となり⼭元町
4 丁⽬へとつながっています。上記計画の変遷理
由を詳細かつ丁寧にお伝えください。
2.ほぼ実施が決定したかのような計画書案の開⽰
が、道路建設により多⼤な不利益を被る周辺住⺠
への説明がないままにおこなわれたことに関して
のお考えをお聞かせください。
3.この件に関して、根岸森林公園を管轄する横浜
市環境創造局のお考えをお教えください。
センター病院に家族が⼊院したことがあります
が、病院が狭く、⼈であふれかえっていました。
その時は平気でしたが、コロナの状況を考えると
怖くてしょうがないです。あと、センター病院の
まわりもガラが良い街とは⾔えないと思います。
きれいな場所で広くて快適な病院ができるのは良
いと思います。
横浜市 SDGｓ未来都市計画 横浜市ホームページ
より横浜、由緒ある憩いの森 緑豊かで静かで気
持ちの良い根岸森林公園。 （画像添付：３枚）
横浜市は未来都市計画の中で、No15,豊かな⾃然
環境と暮らしが共存する都市づくり No13,地球
温暖化対策などを⽬標にしています。そんな中
で、環境保全のための取り組みとして、ヤギさん
の草刈り隊がはじまりました。騒⾳と排気ガス横
浜市⺠の憩いの場が失われるそれら横浜市の掲げ
る SDGｓとは全く相反する道路計画で、公園の真
ん中を、⾞が騒⾳と排気ガスをまき散らして⾛っ
た場合に、森林公園の穏やかで静かな憩いの場は
守れるでしょうか？安全性の問題、失われる安⼼
（画像添付） 11 ⽉ 15 ⽇道路を渡る⼈々。⼦供
もお年寄りも何の⼼配もなくのんびりと渡ってい
ました。この⽇は 1 分間に５名ほどの横断があり
ました。1 時間３００⼈ 1 ⽇約２０００⼈が渡
る計算になります。もし写真の左から⾞が来る
と、速度の上がる５００メートルの直線道路で
す。その上にここは下り坂になります。⼦供が⾶
びだしたら⽌まれるでしょうか？旧⼀等⾺⾒所の
倒壊 1929 年完成の歴史的遺産、⽇本初の競⾺場
跡。⽼朽化によりコンクリート・鉄⾻の破壊が進
んでいます。２４時間⾃動⾞が通るたびにおきる
振動でコンクリートに発⽣するマイクロクラック
が進⾏して倒壊が早まることは考えているのでし
ょうか？たった５３秒の差しかない近道 （画像
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⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）の作成に
あたっては、途中段階で区連会、連合町内会定例
会等にご報告させていただきながら、計画の検討
を進めてきました。今回の市⺠意⾒募集につきま
しては、基地対策課のホームページで公表し、関
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添付）外周を回った場合、約１２００メートル。
道路を作った場合約６８０メートルその差５２０
メートル。時速３５キロで⾛ると、約５３秒の差
しかありません。
道路を作った場合の問題
そもそも、どれだけの交通量が増えるか予想がで
きない。中村橋に降りる⾞も多いと考えられ、そ
れほど増えない可能性もある。しかし、増えた場
合に問題になるのが合流地点の渋滞。
１、逃げ場がないのが⼭元町 4 丁⽬の T 字路信
号、待ち時間が⽣じるので避けようがない。よく
ある抜け道が渋滞を⽣むパターン。
２、根岸台バス停の T 字路、３⾞線にできたら少
し流れを良くすることができるが、しょせん突き
当りの T 字路なので待ち時間が⽣じる。
３、⽶軍の消防署前、ここは道幅の⼤幅拡⼤が可
能で直進⾞線と左右折⾞線を最⼤４⾞線作ること
ができるので、かなり渋滞緩和できる。
結局、道路を作っても T 字路は渋滞を⽣む。⾞の
減少が予想される将来に向けて、今、道路新設が
優先課題でしょうか？コロナの時代に密を避けて
遊ぶところも無くて、市⺠が唯⼀密にならずに、
⼦供からお年寄りまで楽しめる安全な公園の真ん
中に道路を通すということに価値があるのか？時
間をかけて議論する必要があるのではないでしょ
うか？
公園利⽤者の驚き
11 ⽉ 17 ⽇ 公園を毎朝散歩している顔⾒知りに
聞いてみました。「横浜市が公園の真ん中を道路
にする計画があるのをご存じですか？」そうお尋
ねしたところ、１０⼈に聞いて知っている⼈は⼀
⼈もいませんでした。⼀様に驚きを隠せない表情
で、信じられない、何を考えているのか、毎⽇公
園を利⽤しているのに掲⽰もなく、知らせないつ
もりなのか？まず、そんな⼤事なことを知らされ
ていないことに怒っていました。この問題は近隣
住⺠だけの問題だけではなく、横浜市⺠、公園利
⽤者みなさんの共通の問題だと実感しました。道
路建設計画は公園利⽤者にも知る権利があると思
います。今後掲⽰板を公園内に⽴てて広く意⾒を
聞かないと、あとで⼤きな問題になると思いまし
た。道路作るのに⼀番お⾦もかからないし、公園
の真ん中でもいいんじゃない？それは、横浜市⺠
の憩いの場であることを全く理解していない⼈の
⾔い分です。これからの時代は緑の中でより良い
環境の社会を作ると横浜市が未来都市宣⾔してい
るではありませんか。これは多くの市⺠の問題で
す。今はサスティナブルな時代です。⾃然にある
資源を⻑い期間維持して、環境に負荷をかけず持
続可能な社会を作る。そんな時代に道路を公園の
真ん中に作る。ナンセンスですね。
絶対に求めたい要望があります。公園に来園され
る⼈たちにも意⾒を⾔う機会を作ってください。
みなさん全く知りません。道路建設予定の掲⽰板
を作って告知して意⾒を求めてください。ある⼈
は、新聞にあの場所は公園にすると書いてあった
といい、携帯でその公園拡張案を⾒せてください
ました。確かに樹⽊の絵が描いてありました。こ

本市の考え⽅
連４区（中区・南区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅
や公共施設などのＰＲボックスにてパンフレット
の配架、地区に隣接する連合町内会に対して、町
内会掲⽰板への掲⽰及びスマートニュースや
Youtube の横浜市公式チャンネルで記事や動画を
配信し周知を図りました。その他、新聞やタウン
ニュースなどから取材を受け、記事が掲載されて
います。

No.
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れはフェイクニュースですか？訂正のニュースは
ないようです。これでは道路になることなんて知
るはずもなく、市が意⾒を求めていることすら知
らなくて当たり前です。横浜市⾏政と横浜市⺠の
信頼関係が失われないようにお願いします。
今の附属病院の診療科名は分かりづらい。家族の
付き添いで⾏ったことがあるが、どこに⾏けばよ
いのかわからなかった。診療科名がどういうもの
なのか、わかりませんが、全国的に統⼀されたも
のではないのでしょうか？
何にせよ、利⽤者にとってわかりやすいものにし
てほしい。⾏政だから、公的機関だから、とか⾔
われないようにしたほうが良いと思う。
整備区域の住宅地等ゾーン中央部に、⽂教ゾーン
とあり、市⼤医学部と附属病院整備の候補地とな
っていますが、感染症対応医療機関の性格上、根
岸森林公園側の根岸駅に近接したエリアに配置し
たほうが良いのではないか？⼊院施設窓から公園
が望めるという、癒し効果が得られるメリットも
あると思います。

専⾨性の⾼い⾼度医療を市内の各所から受けられ
るようにするために、みなとみらい線の根岸駅ま
での延伸を早期実現すべきだと思います。

旧⼀等⾺⾒所の建物を、歴史的建造物として再整
備をお願いしたい。
現在の２病院の将来利⽤をどうするかを時間をか
けて検証し、感染症専⾨病院、がん専⾨病院等の
専⾨性のある⾼度医療に特化して再整備してはど
うか？建物の⽼朽化はあるものの、多くは設備的
なもので構造的には新耐震設計法で建てられてお
り、リニューアル・リノベーションも⼗分可能で
あると考えています。スクラップビルトありきで
はなく、コストを抑える検討もお願いします。

76

コロナの状況もあっての新病院計画だと思います
が、賛計画には成です。⼤事なのは今後このよう
なある種の「災害」はずっと襲ってくるはず。コ
ロナが終わったらそれで終わりではない。どんな
災害も受け⼊れられるように能⼒を備える必要が
ある。古い病院では受け⽌められない。予算もそ
うだが、スペースとか部屋割りなんかもどんなこ

本市の考え⽅

再整備のコンセプトに「病院利⽤者に安⼼感を
与える診療環境の整備」を掲げており、ご要望の
趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内容
について検討していきます。

本地区の跡地利⽤では、多世代の⽅々が安⼼し
て住むことができ、緑に囲まれた⾼台という特性
を⽣かした、ゆとりある質の⾼い住宅地の整備を
⽬指し、ＪＲ根岸駅や根岸森林公園から⽐較的近
く、住宅需要が⾒込まれる地区の南側と吉野町駅
側からのアクセス性を考慮した地区の北側に居住
機能を配置することを基本とします。
また、超⾼齢社会の進展や公共施設の⽼朽化な
どの広域的な課題に対応し、地域の活性化にもつ
ながる公共・公益施設や、⼭⼿地区などと連携し
た教育・研究機能を有する⽂教地区については、
各⽅⾯からの公共交通等によるアクセスを想定
し、地区の中央に配置することを基本とします。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
なお、みなとみらい線の延伸に関し、頂いたご
意⾒については関係部署で共有し、今後の検討の
参考にさせていただきます。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
市⼤病院は⼤学病院としての⾼度な医療の提
供、教育機関として地域医療を⽀える⼈材を育
成・輩出、地域医療機関への⽀援や、⾼度・先進
的な臨床研究推進などの役割を担っており、⻑期
的な視点からこうした機能を果たし続けるために
は⼤学病院としての機能を１病院に集約すること
も含め、再整備が必要と考えています。
また、現在の２病院の跡利⽤については、これ
まで地域で果たしてきた役割や医療需要の変化
（回復期・慢性期需要、在宅医療⽀援等）も考慮
する必要があります。こうしたことを踏まえ、近
隣エリアで将来求められる医療・福祉ニーズを踏
まえながら、必要な機能を確保することを基本と
し、今後、検討を進めていきます。
再整備を⾏うことで、ハード・ソフト両⾯にお
いて、⼤学病院としての機能強化を図り、市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦として、緊急事態にも
迅速・的確に対応しうる病院にしていく必要があ
ります。将来の社会情勢や災害リスク等をしっか
り踏まえ、今後、再整備に係る具体的な内容につ
いて検討していきます。
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とが起こっても対応できるようにしないといけな
い。国⺠の命を守るのは、やはり⾏政だと思う。
根岸森林公園隣接部分について再検討して欲し
い。平成 18 年に出された利⽤指針では隣接部分
は公園と⼀体的に利⽤、公園の魅⼒を⾼めるため
の活⽤を⽬指すとあり主要な道路の予定はありま
せんでした。その後の平成 29 年５⽉まちづくり
基本計画においても同様です。それがどのような
経緯で変更に致ったのが、説明を求めます。公園
を分断して主要道路を建設することで利⽤者が安
⼼して公園内を利⽤できなくなる。（芝⽣広場・
桜のある⽅と遊具の⽅の⾏き来） 近隣住⺠への
環境悪化、防犯⾯、騒⾳（市⼤病院開設により救
急⾞両の通⾏） 以上の理由で道路建設に反対し
ます。⼭元町４丁⽬⽅⾯から根岸台まですでに道
路は整備されており必要性は全くないと思われま
す。

再整備の必要性については、理解できました。
学⽣、患者が根岸駅⽅⾯からのバス利⽤によって
の交通量の増加について沿道の住⺠にはきちんと
このような計画が進んでいることを個別に伝える
必要があるのではないでしょうか？※概要版を根
岸駅の PR ボックスで⼊⼿しました。ほとんどの
⼈がエスカレーターを利⽤すると思いますが、設
置場所が磯⼦よりの階段の上にあり、⼤変わかり
にくかったです。この冊⼦が必要な⼈にきちんと
届くようにして欲しいと思います。
市⼤全学部を移転すべき。⾦沢区・南区浦⾈地区
の⼟地を有効利⽤する。（再利⽤）海外にあるよ
うなすばらしい市⼤キャンパスになる事に太⿎判
である。

交通⼿段がバスや⾃動⾞（タクシー）になるので
不便。⼤学キャンパスと考えた場合、都市型のモ
ノレールを（例えば堀割川沿いに⽀柱を⽴て、
（①地下鉄吉野町⇔②市⼤病院⇔③根岸公園⇔④
ＪＲ根岸駅まで）すべき。交通アクセスを最初か
ら考えるべき！！
※約 10 年と考えて交通アクセス等を考えるべ
き。⼩⼿先ではダメです！！
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病院を整備するのであれば、⼊院患者の家族にと
って⾏きたくなる様な場所にして下さい。⼦供は
お⾒舞いになかなか⾏きたがらないものですが、
⼦供が遊べる様な場所や、お⾒舞いの間にお買い
物など、他の⽤事が出来る施設も整備してもらい
たいです。
再整備に賛成です。病室やトイレは狭く、⼀昔前
のものの様な感じがします。患者にとって良い環

本市の考え⽅

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
本再整備構想案は今後、再整備の具体的な検討
を進めていくうえで、その柱となる「再整備のコ
ンセプト」や「再整備の⽅向性(運営体制、病床規
模、再整備の対象施設、再整備候補地等）」の基
本的な考え⽅をまとめたものです。周囲の環境と
の調和を⼗分考慮し、今後、具体的な検討を進
め、「再整備基本計画」として、改めて市⺠意⾒
募集等を⾏っていく予定です。

市⼤には⼋景キャンパス(国際教養学部、国際商
学部、理学部、データサイエンス学部等）等もあ
りますが、⼋景キャンパスは耐震性等向上整備事
業が完了していること等もあり、今回の再整備の
対象としては、⼟地スペースの制約や再整備に係
る事業規模・期間等を総合的に勘案し、福浦キャ
ンパス・附属病院等、市⺠総合医療センターとし
ています。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
ご要望の趣旨を参考に、病院利⽤者の利便性等
を踏まえ、今後、再整備に係る具体的な内容につ
いて検討していきます。

再整備のコンセプトに「病院利⽤者に安⼼感を
与える診療環境の整備」を掲げており、ご要望の
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境だとは思えません。また、同じ場所に無理無理
建てるのではなく、どうせ建てるなら広々とし
て、⼊院しても気持ちが休まる病院にして下さ
い。
菅義偉内閣総理⼤⾂は１０⽉の⾸相就任時に、
「菅政権では成⻑戦略の柱に『経済と環境の好循
環』を掲げ、グリーン社会の実現に最⼤限注⼒し
ていく」と述べ、「我が国は２０５０年までに温
室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すな
わち２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社
会の実現を⽬指すことをここに宣⾔する」と所信
表明しました。既に⽇本はＣＯＰ２１で、２０３
０年度に温室効果ガスの排出量を２０１３年度⽐
２６％削減するという⽬標を掲げ採択されていま
す。この７年で⾰新的な対応が⾒受けられない
中、残り１０年で削減⽬標に達するのは困難を窮
めると⾔えますので、ＣＯ２やメタンなどの温暖
化ガス排出量を、森林や排出量取引などで吸収量
で差し引き、全体としてゼロにするという「カー
ボンニュートラル」にシフトしたことは、問題の
２０年先送り、逃げ対応の感は否めないながら、
最低限この⽬標だけは批准する義務があるのでは
と強く感じます。私達が住む横浜市には⾸都圏全
体の発展を牽引する担い⼿になり、将来を⾒据え
て国際競争⼒を⾼める⼿本となっていただきたい
と願う所存で、そういう意味からも今回の事業に
おいて地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和
に向けた取り組みを積極的にかつ率先して企画導
⼊すべきであり是⾮とも基本計画の俎上にあげて
いただきたいです。(基本計画案では上位計画とし
て触れられているものの、概要版においてはまっ
たく記載のないことが残念でなりません)
私からの提案ですが、
・森林吸収量を減らす⾏為は極⼒避ける、・温室
効果ガスの排出量を減らす
という観点から以下を要望します。
・樹⽊の維持管理強化
このところの異常気象によりかなりの樹⽊が倒⽊
しています。⾵⾬の威⼒は今後も衰えるとは考え
にくいため、既存の樹⽊に対して⾵による倒⽊防
⽌措置や盛⼟による根の保全、⾵に強い樹⽊の植
樹等を施すべきと考えます。今回の開発や原状回
復のために樹⽊を伐採するのは⾔語道断です。
・太陽光発電や電気⾃動⾞の普及促進
新築住宅には太陽光発電設備を義務づけ、余った
電⼒を⾏政が買い取り既存の設備未導⼊住宅等に
供給する。当然、横浜市が管理する市⼤病院等に
は太陽光発電設備を積極導⼊する。住宅地ゾーン
の⼀部を太陽光発電施設化することも⼀考かと思
料します。また、電気⾃動⾞の購⼊や乗り換えに
助成⾦を出す、公営駐⾞場には無料の充電ポート
を設置し駐⾞場利⽤料⾦の割安感を出す等の施策
はいかがでしょうか。
・異常気象の逆利⽤検討
強⾵には⾵⼒発電設備を導⼊する、⼤⾬には降⾬
を利⽤した道路等のヒートアイランド化抑⽌を図
る等の検討をお願いします。
周辺住⺠ではありませんが、週に 3、4 ⽇程度こ
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趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内容
について検討していきます。

本基本計画では、「⽶軍施設返還跡地利⽤指
針」の検討内容を踏まえ、本市の上位計画や関連
計画との整合を図り、跡地利⽤の基本⽅針を定め
ており、関連計画として「横浜市 SDGs 未来都市
計画」を本編 P17 に掲載しています。具体的に
は、第２章において、地区全体で環境負荷を軽減
するエネルギーマネジメントシステムの導⼊など
の先導的な取組や、地区内の交通⼿段として環境
負荷の低減などについても検討していくこととし
ています。
本基本計画は 10〜15 年先を⾒据えたものであ
り、引き続き、国の政策と連携し、新たな技術や
取組等を積極的に取り⼊れていくことで、社会・
経済情勢の変化に対応していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な事項については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒も参考に、横浜の持続的な成⻑・
発展を実現するために、様々な取組を連動させな
がら実⾏していきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま

No.

ご意⾒
の地域に⾏く⽤事があります。根岸森林公園もあ
り、住⺠の⽅もたくさん住んでいる地域の割には
コンビニやスーパー、⾃動販売機などがほとんど
なく、⽣活に不便を感じますので、ぜひ⽣活に即
したお店の誘致を考えていただきたいです。
今のままではアクセスが悪いため、根岸森林公園
から三溪園のルートなどがあれば、観光もしやす
いと思います。

⽂教エリアを作るのならば、ぜひ図書館の建設も
お願いできたらと思います。現在、⻄区にある中
央図書館は⽼朽化が進んでいる印象で、他の県や
市と⽐べると、開架の蔵書数も含めて劣っている
気がします。野⽑⼭の場所では、建て替え等も限
界があると思うので、同じバスルート沿いでもあ
りますし、跡地に新しく建設していただければと
考えます。

病院や⼤学の誘致が悪いとは思いませんが、浦⾈
の病院が⽼朽化している印象はなく、また現在通
院されている⽅にとって、アクセスが悪くなる⽅
が増えるのではないでしょうか。⼤学はともか
く、病院を⾼台の場所に作るのでしたら、バスル
ートを増やしたり、根岸駅など最寄り駅からのア
クセスを整えたうえでないと、意味がないと思い
ます。特に鉄道に⽐べるとバスはどうしても密に
なり、輸送できる⼈数も少ないので、根岸駅から
階段を登らずにアクセスできる⼿段(現在階段の場
所にエスカレーターを設置するなど)を整備したう
えで、進めていただけたらと思います。
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森林公園内を準主要道路として整備する計画にな
っていますが、これによる公園利⽤者との交通事
故の発⽣率、または年間でどの程度の件数までを
許容する計画ですか？回答は、安全対策などの⽅

本市の考え⽅
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後
の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、根岸森林公園から三溪園のルートなどに
ついては、いただいたいご意⾒を踏まえ、今後の
検討の参考とさせていただきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は、本市では市⽴図書館を増設する計画はありま
せん。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
市⺠総合医療センターについては、本館は築 20
年程度ですが、本館に隣接し、主要な⼿術室を備
える救急棟については築 30 年を超え、⽼朽化や
狭あい化が顕著となっています。病院等⼤規模医
療施設の整備は、通常、検討開始から事業完了ま
で 10 年以上を要する事業であり、それまでの間
も⽼朽化等が進⾏します。こうした課題に加え、
同規模２病院体制が抱える経営上の課題に対する
対応等も含め、⻑期的な視点から⼤学病院として
の機能強化を図っていくため、⼤学病院を１病院
に集約する再整備について検討を進めていきたい
と考えています。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
今後、ご要望の趣旨を参考に、病院利⽤者の利
便性等を踏まえ、交通アクセスの課題等の再整備
に係る具体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご

No.

ご意⾒
法ではなく、数値にて回答願います。

意⾒はありません。
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森林公園の近くに住んでいます。こちらは住宅地
の真ん中にある公園です。お年寄りから⼦供まで
が憩える⼤切な場所です。安⼼して過ごせる場所
にしてください。
はじめてうががいました。周りの住⺠も知らない
と思います。坂の上の交通の便利の悪いところに
病院を作ってしまえば、⾞も混み、⼦供たちも安
⼼して過ごせる場所ではなくなります。数少ない
候補地とありますが、地下鉄の駅の近くなどまだ
まだ考えられる場所はあると思います。こちらに
作ってもお年寄りなどはどのように通うのでしょ
うか？市⺠の意⾒を聞いて下さい。

⽶軍跡地を有効活⽤することには賛成です。その
際に求めることは、新設の建物は周辺の住宅環境
に溶け込むような景観であることを求めます。こ
の辺りは古くから住んでいる⾼齢者も多く、新設
の施設が最新過ぎる景観だと悪⽬⽴ちしてしまい
違和感があります。
森林公園内の主要道路整備については⼭元町 4 丁
⽬の坂道から突き当たりの元⽶軍敷地出⼊⼝のゲ
ートを開放し、敷地内の道路を根岸台バス停の⽅
⾯まで整備し、簑沢 13-208 前のゲートを開放す
るという形であれば賛成です。それとは別に森林
公園内に新たな道路を建設することについては絶
対反対です。
通院⾞両、緊急⾞両が⼗分収容できる駐⾞場等の
建設を強く希望します。敷地周辺は⼦どもや⾼齢
者も多い住宅街であり、スクールゾーンでもあ
り、とても狭い⽣活道路になっています。路駐や
患者の乗り降りのための⼀時停⽌等でスクールゾ
ーンが危険に晒されることだけは絶対に避けた
い。
森林公園を分断するような道路を作るのは反
対！！⼦供達が⾃由に遊べるところに道路作っ

本市の考え⽅
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
交通事故等の防⽌を念頭に置き、周辺住宅地の
環境や根岸森林公園の利便性、地区全体の交通環
境についても、⼗分に勘案しながら、今後、具体
的な検討を進めていきます。
今後、再整備に係る具体的な内容について検討
していきます。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上を図っていきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、現在は駅からのアクセスが不便等の課題
はありますが、新病院等に求められる⼟地の条件
を概ね満たしており、現時点では最も有⼒な再整
備候補地と考えています。
良好な市街地景観の創出に向け、周辺住宅地と
の調和を考慮しながら、建物等の規模、⾼さ、意
匠などを検討していきます。

ご指摘の部分に主要な道路を計画しています。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地
区全体の交通環境についても、⼗分に勘案しなが
ら、今後、具体的な検討を進めていきます。

周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通

No.

ご意⾒
て、公園内で遊んでる中、不審者などの不安もあ
る中、交通事故の⼼配まですることになります。

やるからには景観や景⾊など、配慮してすすめて
ほしい
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市⺠の憩いの場所、横浜市⺠の誇りの根岸森林公
園内に主要道路を通すのは、反対します。
芝⽣エリア・遊具エリアを安全に⾏き来できるの
が、森林公園の良いところだと強く思うからで
す。森林公園の平和な空気を壊さないで下さい。
迂回道路もありますし、再考してくださいますよ
う、お願いします。

医療施設の建設には賛成します。⼤きな病院特有
のドア to ドア(⼊ってから出るまで)の時間が短縮
される、新しい病院を期待しています。
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根岸森林公園内に主要道路を通すという計画に反
対です。公園内を主要道路とすることに、デメリ
ットを上回るほどのメリットを全く感じません。

公園利⽤者、周辺住⺠への周知が全くなされてい
ません。この状況で、公園利⽤者、周辺住⺠の意

本市の考え⽅
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉

No.

ご意⾒
⾒に⽿を傾けることなく、計画は進められるので
しょうか？この計画の存在をもっと広く周知し、
意⾒に⽿を傾けてください。道路ができることに
よる影響があるのは、公園利⽤者と周辺住⺠で
す。何のための道路で、どうして必要なのか？説
明が必要です。このまま計画を進めないでくださ
い。形だけの意⾒募集にしないでください。そこ
に住む⼈、そこにいる⼈の視点、想いにたち、計
画の再検討をお願いいたします。
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⾃然豊かなまま、残して欲しいです。交通量の増
加が予測されるような、主要道路の計画は必要な
いと思います。

病院の建設⾃体には反対はありませんが、こちら
も、公園の⾃然を減らす事なく、豊かな⾃然を残
したままにしてもらいたいです。
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断固反対
全く必要性がなく⼦供達や住⺠が危険にさらされ
る

本市の考え⽅
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
なお、森林公園ゾーンについては、根岸森林公
園を拡張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンと⼀体的に利⽤できるようにするなど、安
全性や利便性の向上を図りつつ、周辺地域からの
アクセス性を⾼めていくことや、緑を増やしてい
くことで、公園の魅⼒を⾼めていきます。
公園については、緑に親しむなど誰もが快適に
過ごせる環境や、⼦供の遊び場の確保を⽬指すと
ともに、地区内外の市街地の防災性向上にも寄与
できるよう配慮していきます。
また、根岸森林公園に隣接する部分について
は、根岸森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、
公園の更なる魅⼒向上を図っていきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便

No.

90

ご意⾒

森林公園内に主要道路を通すことに反対です。安
⼼して静かに過ごせる⾃然豊かな環境が崩されて
しまうこと、映画やドラマの舞台にもなるような
魅⼒的な場所を壊してまで道路を通す必要性がわ
かりません。公園からドーナツ広場に⾏くのに、
信号を設置するのですか？新市⼤病院への救急⾞
が頻繁に通るような公園、想像するだけで残念で
す。

病院より、図書館やスポーツ施設等を希望しま
す。

⼤きな病院は、紹介状がないと利⽤できません。
みなと⾚⼗字病院やけいゆうもありますし、⼗分
です。
91

最⼤の懸念である主要道路建築については反対で
す。市⺠の憩いの場である公園を敢えて危険にさ
らす必要性を感じません。現状でも⾏き来できる
道路はありますし、今回予定している道路を作っ
たとして短縮できるのは 1 分ほど。全くもって、
公園を利⽤する市⺠のメリットを感じません。⼤
勢の⼦どもたちが利⽤する公園です。なぜ交通事
故のリスクを上げる計画をするのでしょうか。ま
た、夜間通⾏の騒⾳も容易に想像がつきます。直
線的な道路は⾛りやすく、ゆえに騒⾳をだす⾞、
スピードをだす⾞が多発するでしょう。警察には
そういう⾞の取締りをするのではなく、もっと建
設的な仕事をして欲しいものです。もし主要道路
建築について、市⺠全体に⼤きなメリットがある
のであれば、もっと⼤々的に、分かりやすく、時
間に余裕をもって、お知らせをお願いしたいと考
えております。

本市の考え⽅
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は、本市では市⽴図書館を増設する計画はありま
せん。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えています。今後、再整備に係る具体的な
内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。根岸住宅

ご意⾒

No.

92

93

森林公園内（拡張するエリア内）に主要道路が計
画されていますが、必要でしょうか。今までも根
岸へ抜ける道は、103 系統のバス通りで充分では
ありませんか？地球温暖化をうたっているはずの
横浜市が、広⼤な緑地である公園内に主要道路を
設置することはずれていませんか？⼀般⾞両が増
え、事故のリスク、環境の変化、どうお考えです
か？
1 番気になるのは事故です。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画(案）の 25 ページ
にある考え⽅であれば、⾞両が通る主要道路はい
らないかと思います。
つきましては、
1.⼭元町 2 丁⽬から不動坂下までの交通量
2.過去 5 年間の事故件数（事故内容も合わせて）
3.計画主要道路の予想交通量
4.予想事故件数（事故内容も合わせて）
上記数値と内容をご提⽰ください。
そして予想事故に対する安全対策も合わせてご提
⽰ください。
根岸森林公園内の主要道路敷設に反対します。

特になし。
94

根岸森林公園内の主要道路敷設に反対します。
根岸森林公園
⽶軍跡地利⽤
公園内主要道路反対

95

返還により本来の根岸森林公園に戻す最後のチャ
ンスなのに、なぜそれを壊すのでしょうか。四季
折々の⽊々の変化、⼈々の憩いの場であり健康的
な⽣活を送るための⼤切な場所です。⼈⼯的な街
づくりよりも元の姿に戻すことが、私達には必要
なことです。⼀部の恵まれた⼈達が恩恵を受ける
ような計画は必要ありません。⼈と⼈との関係が
希薄になっていく今、公園をもっと活⽤していき
ましょう。

本市の考え⽅
地区跡地利⽤基本計画（案）の作成にあたって
は、途中段階で区連会、連合町内会定例会等にご
報告させていただきながら、計画の検討を進めて
きました。今後、環境影響評価や都市計画⼿続き
等、跡地利⽤を具体的に検討していく段階で説明
会等を⾏いますので、その際にご意⾒をお寄せく
ださい。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
今後、再整備に係る具体的な内容について検討
していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸

No.

96

ご意⾒

この地に⼤病院は必要でしょうか。近隣に住む者
としては、No です。⼈、交通量が増え、救急⾞
も頻繁に⾏き来するでしょう。静かなことは希少
であり貴重であるのに、賛成出来ません。個⼈が
⼤病院にかかることはなく、メリットはありませ
ん。公園の景観が変わる⽅が⼤きな損失です。1
と同じく⼀部の恵まれた⼈達が恩恵を受ける計画
は必要ではありません。
⼤きな道路を作るのは反対です。

豊かな地域の雰囲気を崩さないようにして欲しい
です。

97

反対てす、⼦供よく森林公園使うので、 ボール
よく使うので、道路になることでボールとか転が
し⼦供達には危ないと思います。

98

家族利⽤が多い為、例え信号を作ったとしても、
楽しい遊び場の公園なのに、⼦供達にとって⾮常
に危険な道路を通らせることに利⽤するときに、
不安になります。また、公園の間に道路をつくる
理由がない思います。公園にする⽅が利⽤価値が
あります。

本市の考え⽅
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上を図っていきます。
駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。⼀⽅で、周囲の環境との調和は今
後検討を進めていくうえで重要な視点と考えてお
り、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る
具体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま

ご意⾒

No.
99

病院は改築で対応して、根岸森林公園の良さであ
る雄⼤さをいかすため跡地は公園拡張が良いと思
います。

上記参照
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根岸森林公園の丸公園と⼤きな公園をつなぐ横断
歩道の場所に、主要道路を通すことに反対です。
現在、近隣の幼稚園、保育園(⻄⽵之丸保育園、⼭
元町保育園)、⼩学校(⼭元⼩学校)の児童が遠⾜を
⽬的として森林公園を訪れています。公園と公園
の間に道路を通すことは、のびのびと⾃由に遊ん
でいる⼦供達にとって危険性が⾼いのではないで
しょうか。

また、このような地域住⺠の⽣活に関わる⼤切な
計画事案について、市の職員の⽅々が周知を怠っ
ていることがとても残念です。この計画事案を地
域住⺠、公園利⽤者に知らせ、その後このような
意⾒を募集する機会を作らなければいけないと思
います。

本市の考え⽅
す。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しており、現時点で全⾯を公園とすることは
考えておりません。
なお、根岸森林公園に隣接する部分について
は、根岸森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、
公園の更なる魅⼒向上を図っていきます。
また、現⾏ 2 病院が⽴地する⼟地での建替えは
スペース上の制約や全市域からの広域的な交通ア
クセス等の観点から再整備候補地として現実的で
はありません｡
周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。

No.

ご意⾒

横浜市⽴⼤学医学部・附属 2 病院再整備の最有⼒
候補地として根岸⽶軍跡地は不適切だと思いま
す。駅から遠く、利便性が⾼いとはとても⾔えま
せん。

101

102

⼤反対です。●が、建設予定の道路を使って⼊っ
てくるのは本当に困ります。今までポイ捨てされ
たゴミやマナーの悪い住⼈がいなかったのは、こ
の地区がアクセスの悪い環境だったからこそで
す。この根岸周辺地区の良さが全て奪われてしま
います。公園を分断するなんて⾔語道断です。コ
ロナ禍で公園利⽤者はむしろ増えたように思う
し、何を考えているんですか？

⼤反対です。まず、今までの閑静な雰囲気が全て
奪われてしまいます。病院は結局、⼤概、●のた
めですよね？横浜市は今までどれだけ●に費⽤を
費やしていると思ってるんですか？これ以上、根
岸の素敵な場所を汚さないでください。病院が出
来たら、救急⾞のサイレン、⾞の往来、⼈の往来
が激しくなります。うるさくなるのは困ります。
やめてください。
森林公園の中に道路を通すのは公園の静かな空間
を台無しにしてしまうと思います。新しい道路が
果たす役⽬もあると思えません。道路じゃなく公
園を拡張してほしいです。

こんな計画が進んでいるなんて全く知りませんで
したし、周りの横浜市⺠も誰⼀⼈知りません。知
ったら反対する⼈ばかりだと思います。多くの⼈
に周知しみんなが幸せに過ごせるすてきな公園作
りをお願いします。

本市の考え⽅
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
根岸住宅地区跡地は現在、駅からのアクセスが
不便等の課題はありますが、新病院等に求められ
る⼟地の条件を概ね満たしていると考えていま
す。
なお、当該地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にありま
すが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
今後、ご要望の趣旨を参考に、病院利⽤者の利
便性や交通アクセスの向上など、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
本再整備は⻑期的な視点から市⼤病院が市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦としてあり続けるため
に必要なことと捉えています。⼀⽅で、周囲の環
境との調和は今後検討を進めていくうえで重要な
視点と考えており、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。

No.
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ご意⾒

平成 2 年 9 ⽉ 18 ⽇付根岸住宅地区跡地利⽤基本
計画(案)p.45 にある、主要な道路のうち公園北側
に⽰されている部分は公園の中を突っ切っている
形となり、公園を利⽤する多くの⼈、散歩⼈、⼦
供、⾼齢者の⾏き来が多く、危険です。従来のバ
ス路線道路を通すことで⼗分だと思われます。危
険が⾼まる公園内を通さなければならない必要性
はあるのでしょうか。

また、公園⻄側に出⼊り⼝を新設することを検討
しても良いと思います。
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近隣住⺠ですが、今回跡地利⽤基本計画案につい
ては、あまりにも突然で、あたかも決まったよう
な計画に驚いている。市⺠意⾒募集もあまりにも
短期間すぎる。

本市の考え⽅
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の安全性や利
便性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘
案しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、

No.

ご意⾒

特に森林公園内を分断する主要道路整備は理解が
出来ない。⽶国施設を撤去跡地は、道路含めて更
地にして緑のエリアを拡張して欲しい。公園内の
遊び場や運動会設備の拡充をしてほしい。通して
も住⺠にとって意味のない道路整備に税⾦をつか
わず、市⺠の宝である森林公園の緑拡張に⼒を⼊
れて欲しい。
こんな⾼台に⼤規模な病院と⼤学が必要なのか？
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根岸森林公園の周辺住⺠です。簑沢⼊⼝から根岸
台にぬける道路においては、カーブが多く、⾞の
すれ違いにも困るほど細い道にも関わらず、既に
根岸駅⽅⾯の抜け道として⾞の往来があり危険が
常に呼びかけられている道路です。歩⾏者の利⽤
も多くあります。
◎⼭元⼩学校の⽣徒の登下校。
◎⼭元地区センターの利⽤。
◎根岸森林公園利⽤者の出⼊⼝。
◎⾼齢者が多く住む為、簑沢ケアプラザの利⽤に
よる⾞の往来と駐停⾞。
◎緊急⾞両も駐停⾞します。
歩道には電信柱が並び、歩道もまともに確保出来
ていません。主題の開発に伴い、この道が更に危
険な道路や抜け道になるのを⼤変⼼配致します。
既に Google 社が公開している MAP で現状と異
なる道幅の表記があり、道幅の狭い住宅地を⾞が
無理⽮理通る姿も⽬撃します。開発に伴い、地元
以外の⽅々が集まる場所(病院の開発が検討されて
いますが)が近隣に建設予定されていますが、
◎今ある住宅地を守る！
◎地域住⺠以外の⼈や⾞が⼊りにくくする！
地域住⺠の⽣活圏の安全を脅かさない開発を、最
⼤限に配慮してもらい都市開発を進めて欲しいと
要望致します。
町内会規模で説明会を⾏い、広く意⾒を集める努
⼒を開発される⽅々にお願いしたいです。

根岸住宅地区隣接地に住む住⺠として、今回の計
画について反対いまします。静かな公園に主要道
路を設置すること、⼩学校・保育園の前の通学路
である道を救急⾞両などが頻繁に往来するような

本市の考え⽅
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えており、根岸住宅地区跡地は駅からのア
クセスが不便等の課題はありますが、新病院等に
求められる⼟地の条件を概ね満たしていると考え
ています。今後、ご要望の趣旨を参考に、周囲の
環境との調和等を踏まえ、交通アクセスの向上な
ど、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
⼭元⼩学校前を通る道路については、幅員が狭
い状況下で通学路となっていることは承知してお
り、地域の⼤きな課題であると認識しています。
本基本計画では、主要な道路を別途整備し、交
通の分散を図っていくこととしています。
なお、交通規制については、主要な道路の完成
時期を⾒据えながら、周辺⾃治会と協⼒し検討し
ていく必要があると考えています。

跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。また、今後、環境影響評価や
都市計画⼿続き等、跡地利⽤を具体的に検討して
いく段階で説明会等を⾏いますので、その際にご
意⾒をお寄せください。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご

No.

ご意⾒
ことは危険であり、事故が必ず増えると思いま
す。住宅街の中に病院を建てるのであれば、近隣
住⺠の安全に充分配慮した計画にしていただきた
いです。
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⼭元町 4 丁⽬から森林公園と競⾺場跡地を分断す
る形で道路が出来るという話があるらしいがそれ
には反対です。

108

公園内主要道路敷設に反対です。公園を分断する
道路は必要でしょうか？緑豊かな、と謳っている
のであればそのお考えとは相反するように思いま
す。また主要道路と呼ぶにはあまりに距離が短
く、道路を通す意味は薄いのではないですか？

事前の説明もなく、積極的に周知されていた実感
はありません。市⺠の声はあまり重要視されてい
ないように感じました。近隣住⺠の⽅からも反対
の声が多いのですが、もう少し早い段階で知るこ
とができれば違ったのではないかと思います。詳
細の説明もないままということもあり、主要道路
を通すことへのメリットが全く感じられないの
で、今の状況では反対です。
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近隣に住む幼児あり家庭のものです。根岸森林公
園の拡張計画について、公園を分断するように道
路を整備予定になっておりますが、「３ 公園・緑
地」に記載されている「⼀体的に利⽤できるよう
にする」という⽬的からそれますし、⼦供たちを

本市の考え⽅
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２

No.

ご意⾒
安⼼して遊べさせるか⾮常に不安に感じておりま
す。週末だけでなく、近隣の保育所や学校からも
遠⾜等で沢⼭のこどもが訪れる場所ですので、親
や先⽣⽅が安⼼して⼦供たちを遊ばせられる素晴
らしい公園を維持していただきたいです。今の根
岸森林公園はつくり的に⼦供たちが遊ぶ広場から
交通量の多い道路に⾶び出しにくいつくりになっ
ていると感じています。現状のように、⼦どもの
遊具のある広場と⼤きな広場の間は交通事故の⼼
配などせずに⾃由に⾏き来できるようにしていた
だきたいです。また、「旧⼀等⾺⾒所」の側に道
路があるのは景観が損なわれ、根岸森林公園の魅
⼒が低下すると考えております。今ある道路も活
⽤できると思いますので、利便性よりも⼦供たち
が⾶び出さない、悲惨な事故の起きない、安⼼・
安全を優先した計画にしていただきたいです。根
岸森林公園がより魅⼒あふれる公園になることを
期待しております。
最後に話がそれますが、横浜市は図書館が少ない
と感じておりますので、根岸住宅地区跡地にも私
⽴図書館を作っていただきたいです。

横浜市⽴⼤学医学部・附属２病院等の再整備構想
について、２病院が同⼀場所に設置されるのはと
てもいい案だと思うのですが、根岸住宅地区跡地
は駅から遠く、電⾞とバスを併⽤して通院するの
は、持病持ちの⼈には⼤変な気がします。駅近く
の公共施設を根岸住宅地区跡地に移設して、⼤学
病院はアクセスを意識した場所に設置していただ
きたいと感じています。

野⽑⼭動物園や私⽴図書館など健康な⽅が通うよ
うな施設を根岸住宅地区跡地に再整備したほうが
横浜市⺠みんなが楽しく過ごせる場所になるかと
思います。

本市の考え⽅
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は、本市では市⽴図書館を増設する計画はありま
せん。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
根岸住宅地区跡地は現在、駅からのアクセスが
不便等の課題はありますが、新病院等に求められ
る⼟地の条件を概ね満たしていると考えていま
す。また、今回の再整備の対象としては、⼟地ス
ペースの制約や再整備に係る事業規模・期間等を
総合的に勘案し、福浦キャンパス・附属病院等、
市⺠総合医療センターとしており、他の公共施設
の統廃合・再配置は難しいものと考えています。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
今後、ご要望の趣旨を参考に、病院利⽤者の利
便性や交通アクセスの向上など、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は、本市では動物園や市⽴図書館を増設する計画
はありません。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき

No.

ご意⾒

110

根岸森林公園内の主要道路敷設に反対します。⽇
本⼀の公園を、壊さないで。⼦供からお年寄りま
で、週末にはのんびりした⼀時を過ごしていま
す。近隣住⺠は毎⽇の様にウォーキング、⼦供達
は、放課後、おにごっこ、サッカーなど憩の場を
壊さないで。

111

中区簑沢在住。
①以前、⽶軍住宅があった頃は、治安も良く⾮常
に良い環境であった。（なぜ、そういう環境を変
える事になったか不満。少なくとも地元の住⺠は
そう思っている。）
②跡地は、あくまで公共施設として利⽤して欲し
い。（市⼤医等学校関係等）
③個⼈住宅は、絶対反対。以前の環境より悪化す
る恐れが⼗分考えられる。
④返還以前の環境より絶対悪くさせないで欲し
い。

112

今后のコロナ対応への「⾼度急性期」病床は、ど
こまで検討されたのでしょうか。病床削減は危険
と考えます。抜本的な計画を望みます。

113

主要道路が根岸森林公園内に作られるということ
について、公園内で⼤型⾞の乗り⼊れがあること
に⼼配があります。森林公園内は⼩さなお⼦さん
やお年寄りが平⽇沢⼭いらっしゃいます。安全の
確保を最優先で⼤型のトラックの往き来や交通量
が増えすぎる事の無いように⽣活道路として最低
限の道路計画をお願いします。

本市の考え⽅
ます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがって、現時点で全⾯を公共施設とするこ
とや個⼈住宅をなくすことは考えておりません。
病院等⼤規模医療施設の整備は、通常、検討開
始から事業完了まで 10 年以上を要する事業と捉
えていますが、再整備のコンセプトとして、「感
染症の⼤流⾏等、想定を超えた事態にも対応でき
るゾーニングを備え、⼗分な医療機能の継続性を
確保する」ことを掲げています。病床数について
は、将来的な医療需要等を踏まえ、経営的な視点
をもって、精査を進めていきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま

No.

ご意⾒
この場所に病院が必要なのか？意味がわかりませ
ん。

114

静かな森林公園内に道路は必要ありません 断固
として反対いたします

115

道路の必要性は感じません。⼦供たちが安全に遊
べる園内に道路を作るのは反対です。公園の外周
に沿って、⾏き⽌まりになっている先の道路を作
り、つなげれば充分だと思います。

近所に⼤学病院があればいざという時助かります
し、緑の多いところに建てば⼊院患者さんにとっ
て環境は良いのかなと思いますが、駅から遠く、
バスがあるとは⾔え、便の悪いところに建てるの
は、通院患者さんにとって良いとは思えません。
再検討して欲しいです。

116

公園内に道路を通す案については、反対致しま
す。公園内には、⼩さな⼦供も多く、沢⼭の保育
園児なども遊びに来ており、道路があるのはとて
も危険だと思います。

本市の考え⽅
す。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えており、根岸住宅地区跡地は駅からのア
クセスが不便等の課題はありますが、新病院等に
求められる⼟地の条件を概ね満たしていると考え
ています。今後、再整備に係る具体的な内容につ
いて検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、現在は駅からのアクセスが不便等の課題
はありますが、新病院等に求められる⼟地の条件
を概ね満たしていると考えています。
今後、地域医療機関との役割分担を踏まえ、交
通アクセスの向上など、再整備に係る具体的な内
容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え

ご意⾒

No.

反対です。

117

118

119

森林公園について
公園内を通る道路計画については、断固反対の意
⾒です。近隣住⺠以外にも多くの⽅が利⽤されて
います。公園の歴史も含め、横浜市にこの環境の
公園が存在する事が⾮常に価値のある事です。半
世紀以上この公園があるのは事実ですから、この
場所を通らない前提で様々なシステムが構築され
ているはずです。皆が愛情に近い感覚を持って利
⽤している 特に安全に⼦供達が遊び、部活動で
利⽤し、誰でもふらっと⽴ち寄り散歩をし ま
た、そうした⼈々の姿を柔らかな気持ちでお互い
が眺めている。そうした環境を⼤切に活かして残
すために叡智を働かせることが、地⽅⾏政の能⼒
の発揮しどころだと思います。
私は曽祖⽗⺟の代から横浜市⺠です。
元は関内エリアに住んでいましたが、⽗⺟の代に
⼭⼿に住まいを移し、私達夫婦は森林公園の⽬の
マンションに住んでいます。そこで、知った事は
この公園の近くの環境が良いからと都内や他府県
から多くの家族が引っ越してきていることです。
横浜市⺠以外でも、この公園の良さを感じ転居の
理由になっているのです。そうした価値もご理解
頂きたいと思います。
⼦供達が遊ぶ公園をトラックやクルマが⾛るよう
にはしないで下さい。⾞が通らない、のびのび遊
べるをそのままにしてください。

⽬的がはっきりしており、⽤途としては良いと思
う。妙な⺠間団体や商業施設は要らない。
緊急搬送時を考えても、アクセスを良くするため
の道路整備は必要。ただしおそらく⾃宅の前がそ
の整備対象の道路となるために、将来の交通量や
騒⾳が⼼配。また公園の外周の道路については、
公園との区画の分けはっきりさせて、⾞両の通⾏
が公園内の利⽤者に影響を与えないような配慮を

本市の考え⽅
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
本再整備は⻑期的な視点から市⺠の健康と命を
⽀える最後の砦としてあり続けるために必要なこ
とと捉えており、根岸住宅地区跡地は駅からのア
クセスが不便等の課題はありますが、新病院等に
求められる⼟地の条件を概ね満たしていると考え
ています。今後、再整備に係る具体的な内容につ
いて検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。

森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後
の検討の参考にさせていただきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま

ご意⾒

No.
求めたい。

お世話になった病院なので、整備されるのは歓
迎。特に⾦沢まで⾏かなくて良くなる。

120

⼩さい頃から森林公園を利⽤しているものです。
病院が⽶軍基地にできるのはいいんですけれど
も、森林公園はランニングコースとしてもまた違
うことでしても⼀つの公園であってほしいです。
分断されること、⾞が通ることは反対です！！

121

反対です。
公園はそのまま残して欲しい。

122

私が⼤好きなモデルさんが、このことをつい最近
知り、公園がこわされるかもしれないことにとて
も悲しんでいて⼒になりたいと思いました。私は
関⻄に住んでいて全く関係ないかもしれません
が、地球の⼀部である場所の⾃然が少しでもこわ
されるのはこの時代には反対すべきことだと思っ
ています。便利になりすぎると地球がどんどん悲
鳴をあげています。⾜るを知るということばを⼤
切に、どうかみなさんのいこいの場でもあるので
⼯場しないでほしいです。私などが意⾒してすみ
ませんでした。よろしくお願い致します。
環境に悪影響ではないか今⼀度改めて、地球⽬線
で考えていただきたいと思います。よろしくお願
い致します。

本市の考え⽅
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、環境影響評価の⼿続きを⾏い、事業を実
施するにあたって環境にどのような影響を及ぼす
かについて調査、予測、評価を⾏い、環境保全の
観点から総合的かつ計画的により望ましい事業計
画としていきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
森林公園ゾーンについては、根岸森林公園を拡
張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などのゾーン
と⼀体的に利⽤できるようにするなど、利便性の
向上を図りつつ、周辺地域からのアクセス性を⾼
めていくことや、緑を増やしていくことで、公園
の魅⼒を⾼めていきます。
森林公園ゾーンについては、根岸森林公園を拡
張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などのゾーン
と⼀体的に利⽤できるようにするなど、安全性や
利便性の向上を図りつつ、周辺地域からのアクセ
ス性を⾼めていくことや、緑を増やしていくこと
で、公園の魅⼒を⾼めていきます。

本再整備は⻑期的な視点から市⼤病院が市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦としてあり続けるため
に必要なことと捉えており、根岸住宅地区跡地は
駅からのアクセスが不便等の課題はありますが、
新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満たして
いると考えています。今後、ご要望の趣旨を参考
に再整備に係る具体的な内容について検討してい

ご意⾒

No.
123

124

125

126

交通の便をよくする。

現市⼤病院の跡地の利⽤はどうするか⽰されてい
ません。⾦沢区⺠にとって通院に近い病院がなく
なると困ります。移転しても
①市⼤病院の分院⼜は珍療所などにして根岸まで
通院しなくとも良いシステムを構築していただき
たい。
②現病院の建物を、集会所、福祉施設など区⺠の
ために活⽤して欲しい。
今後のスケジュールは細かな作業であっても判明
次第でホームページに掲載する等情報連携を密に
お願いしたいです。特に喫緊に実施されるであろ
う以下の予定⽇については早い段階でお知らせく
ださい。
・跡地利⽤基本計画策定完了：策定結果を知りた
いため
・国による原状回復作業の着⼿：⼯事による交通
や騒⾳ハックのため(完了は概ね３年以内と理解し
ています)
・返還合意に向けた調整着⼿：どのような調整を
されるのか知りたいため
・事業計画案の作成着⼿：計画案内容を知りたい
ため
・環境影響評価着⼿：評価の状況を知りたいため
・都市計画⼿続き着⼿：⼿続きの進捗度合いを知
りたいため
市⼤病院の再整備については横浜市に居住するす
べての⼈にとってとても有意義となる事業である
と思えます。今回、原状回復作業着⼿に向けて跡
地の共同使⽤が⽇⽶合意されたことに倣い、返還
においても、
・すべてではなく段階的に⾏うとか、
・病院建設に向けて共同使⽤を合意するとか、早
期実施に向けた調整⼿段をご検討いただきたく。

概要版の最後に、みなさまのご意⾒をお聞かせく
ださいと結ばれておりまして、寄せられた意⾒は
「今後の検討の参考」にするとのことですが、今
後のスケジュールのうち事業計画案の作成、環境
影響評価、都市計画⼿続きに活かされるという理
解でよろしいでしょうか？他⽅の市⼤病院の再整
備と違い、跡地利⽤においては以降に市⺠意⾒は
求められずに進んでいくようですので、現時点で
⺠意がどうあるのかを知るうえでも今回寄せられ
た意⾒はすべて開⽰し、意⾒に対して貴局がどの

本市の考え⽅
きます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
現在の２病院の跡利⽤については、これまで地
域で果たしてきた役割や医療需要の変化（回復
期・慢性期需要、在宅医療⽀援等）も考慮する必
要があります。こうしたことを踏まえ、近隣エリ
アで将来求められる医療・福祉ニーズを踏まえな
がら、必要な機能を確保することを基本とし、今
後、検討を進めていきます。
この度、跡地利⽤基本計画（案）の市⺠意⾒募
集結果をお⽰しするととともに、跡地利⽤計画を
策定しております。返還については、原状回復作
業を３年で終わらせ、原状回復作業の進捗に応じ
て返還時期は⽇⽶間で協議することとなってお
り、本市は国に進捗状況を確認するなど、情報収
集に努めています。
また、ご意⾒に記載されている各項⽬の着⼿時
期については、本市ホームページ等を通じて適
宜、お知らせしていきます。

⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、国有
地と⺠有地がモザイク状に分布していることや、
将来のまちづくりに不可⽋な道路、公園、上下⽔
道等のインフラ整備が国による原状回復作業では
実施されないため、市⼤整備を⾏う前に、⼟地区
画整理事業等によるインフラ整備が必要になるた
め、段階的な整備は困難ですが、少しでも早く事
業を進められるよう検討を進めていきます。
なお、⼤学病院等の再整備については、根岸地
区跡地の返還の動向や⼟地区画整理事業の進捗等
も踏まえながら、慎重かつ幅広い検討をスピード
感をもって進めていきます。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
なお、今後、環境影響評価や都市計画⼿続き
等、跡地利⽤を具体的に検討していく段階で説明
会等を⾏いますので、その際にご意⾒をお寄せく
ださい。

No.

127

128

129

130

ご意⾒
ような意向、⾒解をお持ちなのかをきちんと⽰す
べきではないでしょうか。
交通の便をよくする。

現市⼤病院の跡地の利⽤はどうするか⽰されてい
ません。⾦沢区⺠にとって通院に近い病院がなく
なると困ります。移転しても
①市⼤病院の分院⼜は珍療所などにして根岸まで
通院しなくとも良いシステムを構築していただき
たい。
②現病院の建物を、集会所、福祉施設など区⺠の
ために活⽤して欲しい。
⽶軍に接収されていた⼟地が返ってくるのです。
今後 100 年以上先を⾒据えた⼟地利⽤を考えねば
なりなせん。地元住⺠との対話を⼤切にしてくだ
さい。せっかく返還されるのです。皆の満⾜のい
く計画を願います。

主要道路の設置などは、現在の⽶軍敷地を利⽤し
て、計画すべきと考えます。
計画案を拝読させていただきました。さまざまな
社会問題が検討された素晴らしい計画だと思いま
す。しかし、他の町で拝⾦主義の⾊合いが強い開
発がなされてきたこともあり、不公平を感じると
ころもあります。このために、将来的に横浜の住
⺠の誰しもが、このような街に住めるような道筋
を⽴てていただきたいと存じます。今回の事業と
も絡めながら、地元の⼈材並びに企業の育成を⼤
いに促進する⽂化創造都市の構想をさらに詰めて
いただきたいと考えます。横浜で育った⼈たちが
⾃分たちの住環境を維持改善するために積極的に
参加する環境を整えていただければ、財政依存度
を下げた持続可能な⾏政を志向できると考えま
す。どうぞよろしくご検討をお願いいたします。
⼈間の寿命は 80 年以上ですし、築 30 年程度であ
れば経験に基づいた創造と⼯夫で⽀障を乗り越え
ていただけるのではないかと思います。その発想
は⼤切にしていただきたいですです。このため現
在の附属病院の⽼朽化は理由にならないと考えま
すし、⼈⼝減少トレンドの中で、負債はできるだ
け減らしていただきたいです。情報技術の進歩で
専⾨的な情報が⾝近になり、⼀般の教育レベルも
上がり、患者⾃⾝の健康意識も⾼まってきてるこ
とから、医療費を削減しつつ市⺠の健康を維持改
善するためのご提案をご検討願います。
公園内を分解して造るのは反対皆んなの憩いの場
が無くなる

本市の考え⽅

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
現在の２病院の跡利⽤については、これまで地
域で果たしてきた役割や医療需要の変化（回復
期・慢性期需要、在宅医療⽀援等）も考慮する必
要があります。こうしたことを踏まえ、近隣エリ
アで将来求められる医療・福祉ニーズを踏まえな
がら、必要な機能を確保することを基本とし、今
後、検討を進めていきます。
跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。
また、今後、環境影響評価や都市計画⼿続き
等、跡地利⽤を具体的に検討していく段階で説明
会等を⾏いますので、その際にご意⾒をお寄せく
ださい。
主要な道路の設置については、⽶軍から返還さ
れた敷地の中で整備する計画としています。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。

現⾏施設の⽼朽化のみならず、狭あい化や同規
模２病院体制が抱える経営上の課題に対する対応
等も含め、⻑期的な視点から、今後の社会ニーズ
を踏まえた⼤学病院としての機能強化を図ってい
きたいと考えています。
事業⼿法・事業費については、⼯期短縮、経費
節減、多様な財源確保を⽬指し、多⾓的に研究を
進めているなどし、再整備構想の具体化に向けた
検討を取りまとめ、再整備基本計画として、改め
て市⺠意⾒募集等を⾏っていく予定です。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通

No.

ご意⾒

これも公園内を分解して造るのは反対

131

根岸森林公園内への道路整備計画に関しては反対
です。こども達の安全と、あの素晴らしい景観を
守りたいためです。再考頂けますようお願いいた
します。

132

住宅街に建てるのは好ましくないと思います

133

今、コロナ禍の中での計画は、⼤きな転換期とし
て、意味のある事と思います。⾊々と各地、海外
など視察していただいたり、より良い物の設計図
を作成していただきたいです。⼀⼈を⼤事に、社
会的弱者にも光を当てて下さい。建設と共に、失
う物もたくさんあると思います。しかし、時代
は、変わらない事は、あり得ません。できる限り
の市⺠、区⺠の気持を⼤事に、そして、皆が喜べ
る物を作って下さい。期待しています。
⼀つ出きましたら、富⼠⼭を眺められる（できた
ら 360 度）場所ができたら素敵だと思います。現
在、⼤変な中での建設 みな様お体に気をつけて
頑張って下さい。
今後、医療は⼤切です。⾃⾝の時代、⼦供の時
代、孫の時代と、受け継がれていきます。100 年
などすぐに過ぎてしまうでしょう。⾃分⾃⾝の事
を考えれば、今、69 才ですから、施設の利⽤は、
病院くらいになるでしょうか。⼦供達、孫の時代
の後継者には、最⾼に良い物を作って下さい。

本市の考え⽅
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。⼀⽅で、周囲の環境との調和は今
後検討を進めていくうえで重要な視点と考えてお
り、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る
具体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
しており、現時点では最も有⼒な再整備候補地と
考えています。⼀⽅で、周囲の環境との調和は今
後検討を進めていくうえで重要な視点と考えてお
り、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る
具体的な内容について検討していきます。
ご評価いただきありがとうございます。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。

良好な市街地景観の創出に向け、周辺住宅地と
の調和を考慮しながら、建物の規模、⾼さ等を検
討していきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。

No.

ご意⾒
作って欲しい施設を申し上げると、特別養護⽼⼈
ホーム、⽼⼈、障害者のグループホーム、図書
館、コンサートホール、会議場などです。

134

跡地利⽤計画については賛成ですが所有者として
返還後も納税が発⽣する様な事は避けてもらいた
いです。

賛成ですが交通⾯でバス循環（⽇中だけでなく⼣
⽅以降も）が多ければ安⼼していられます

135

マンションや住宅など宅地造成には反対します。
現状を遺構として残して、歴史遺産として残すこ
とで戦争の傷痕を⾵化させず、感じることできる
施設とすることで過去の戦争に向き合う⼀助にな
ると考えます。

136

毎⽇、根岸森林公園を利⽤しております。ここは
市⺠のオアシス、です。⼦供たちもお年寄りも安
⼼して寛げ、遊べる貴重な場所、財産です。その
公園の中に⾞道を通す案については断固反対いた
します。宜しくご検討をお願いいたします。

137

森林公園を破壊して道路を造るのは、絶対反対で

本市の考え⽅
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
返還・引き渡し後、実際に個々の地権者の⽅が
⼟地活⽤出来るまでの期間の短縮を図る必要があ
ると考えています。引き続き⼟地所有者等の⽅々
で構成される「⽶軍根岸住宅地区返還・まちづく
り協議会（略称：ねぎまち協議会）」において、
⼀緒に検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
なお、本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊
造住宅であり、⽼朽化が進んでいることから、元
の建物を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰
囲気の継承を⽬指します。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
道路の整備については、周辺市街地における既

No.

ご意⾒
ある。近隣に住むものとして、現状を維持してい
ただきたい。

勝⼿に変な理由をつけて進めないでいただきた
い。たまたま⾒つけなかったら、ひどいことにな
っていた。

138

139

140

こんな恐ろしい計画が勝⼿に進んでいたとは、近
隣に住む者として驚きでした。素晴らしい環境を
破壊するのは絶対に反対です。今のままで残して
ください。
交通量が増えるなど不安がある為、⼤規模な道路
の整備に反対します。新しい道路は必要ありませ
ん。

この場所は、⽇本の⻄欧化の結果としての近代産
業遺構と、その政策の⾏くつく先として起きた敗
戦の結果としてある接収基地、この 2 つを同時に
⾒られる⽇本の近代史においても重要な場所であ
る。計画にあるとおり、現在の⼟地が持つ歴史性
を⽣かした開発をして欲しい。単に看板を⽴てて
「昔はここに競⾺場や基地があった」ではなく実
際の建物を残して活かすなどして欲しい。公園の
安全性を担保しつつ、上⼿な連坦を⾏い、公園の
価値をさらに⾼めることができれば、収⼊源とな
り、先の⽂化的な保全にも役⽴てるだろう。
浦⾈は三次救急の役割を担っており、それが現在
の場所から⼭の上へ移動すれば、⼈命のために 1

本市の考え⽅
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
根岸住宅地区の１／３は⺠有地であることな
ど、様々な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計
画（案）として基本⽅針をまとめたものです。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。

新病院では現⾏の市⺠総合医療センターが有す
る⾼度救命救急センター機能を備えることを想定

No.

ご意⾒
分 1 秒を争うなかで⼤きなデメリットではない
か。さらに⼭元町の通りも南区側の坂も道路が 2
⾞線で渋滞が起きたら救急⾞の移動は困難であ
る。構想段階で、現⾏浦⾈の三次救急の扱いの将
来像について⾔及するべきではないか。

141

ゾーニングにある主要道路が、⼭元町 4 丁⽬交差
点から旧⼀等⾺⾒所横を通り根岸台に抜けるルー
トと計画されてます。このルートでは、根岸森林
公園とふれあい広場・旧⼀等⾺⾒所エリアが交通
量の多い道路にて分断され、当該基本計画で⽬指
している「⼀体化利⽤を図る」という計画と⽭盾
してると思います。公園利⽤者の安全確保、森林
公園拡張による⼀体化利⽤等を鑑み、主要道路ル
ートを再考頂きたい。⼤芝台公園横のルートが現
実的と考えます。

142

病院の再整備としての利⽤について理解は出来ま
す。⼀⽅、当該計画エリアは、第 1 種低層住居専
⽤地域です。1000 床規模の病院を建設する場
合、どの様な計画になるのでしょうか。病院建設
の為に、⽤途地域を変更し、地域の住環境を悪化
するような計画の場合には反対します。
隣接の『横浜駅根岸線道路』の交通量が増⼤する
ことが予想されるので道路幅の拡幅が必要なので
は？と思います。⼭元町四丁⽬のこの道路に⾯し
たマンションの住⺠です。周りのマンションや個
⼈宅には拡幅のための⼟地を敷地から提供出来な
いケースもあるでしょう。

市⼤病院や学部の移転は必要なのでしょうか？既
存の根岸森林公園の拡⼤充実し、アスレチックエ
リアとしても利⽤できるよう開発していただきた
い。

本市の考え⽅
しており、市全域からのアクセス性の⾼い市中⼼
部が望ましいと考えています。根岸住宅地区跡地
は駅からのアクセスが不便等の課題はあります
が、新病院等に求められる⼟地の条件を概ね満た
していると考えています。今後、病院利⽤者の利
便性等を考慮したうえで、再整備に係る具体的な
内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
⼤学病院等の再整備にあたっては、住環境が悪
化しないよう、周辺住宅地との調和を考慮しなが
ら、建物の規模、⾼さ等を検討していきます。

根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つとなる横
浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に公表し
た「都市計画道路の優先整備路線」では、着⼿時
期未定としています。
しかしながら、⽶軍根岸住宅地区が返還され、
⼟地利⽤に変化があった場合などには、事業の進
捗に合わせて検討することとしています。根岸住
宅地区の⼟地利⽤の開始は 10〜15 年程度を要す
事業です。今後の事業の進捗状況に応じて検討を
⾏います。
中⻑期的には現⾏の医学部・附属２病院等が抱
える課題の抜本的な解決、医療を取り巻く環境の
変化へ適切に対応し、引き続き、市⺠の健康と命
を⽀える「最後の砦」の存在としてあり続けるた
め、再整備が必要と考えています｡現⾏の同規模
２病院体制は、診療圏の重複や設備投資・管理部
⾨の重複が発⽣するなど、今後、⼈⼝減少社会を
迎える中で経営上の課題となっており、⼤学病院
としての機能を最⼤限発揮し続けるためにも地域
医療機関との役割分担を踏まえた、持続可能な運
営体制が必要と考えています。そこで、本再整備
では⼤学病院としての機能を１病院に集約する案
をお⽰ししていますが、１病院に集約する⼟地と
して、現⾏地での建て替えはスペース上の制約
や、⼯事期間中の病院運営などの⽀障が⽣じるた
め、再整備候補地として現実的ではないと考えて

No.

ご意⾒

横浜市にとっては⾮常に良いことだと思います
が、通学、通院する当事者には JR 駅や地下鉄駅
からのアクセスはちょっと不便ですね。
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根岸森林公園内の主要道路計画について、現在の
公園敷地内の道路（⼤きく分けて２つに分かれて
いる公園の間を通る道路、返還前に⽶軍敷地内へ
と進⼊する為に使われていた道路)を主要道路とし
て利⽤する事を反対致します。主要道路となる事
で、公園内の安全と景観が脅かされる事となる可
能性がある事が理由です。

144

パワーポイント資料を作成しましたので、改めて
メールで応募させて頂きます。
根岸住宅地区跡地への誘致は反対です。当初の予
定としては住宅地としての利⽤が⽬的だったと思
うのですが、地図からしてもこちらが主になって
いるように感じました。資料には⽂教地区として
キャンパス写真をイメージとして掲載している
が、医療センターとなるとこのイメージとは異な
ると思います。また住宅地の真ん中に計画してい
ることからも、本来の⽬的である静かな住宅地を
確保することが難しくなると思います。横浜市の
重要な医療機関として再整備には賛成ですが、こ
ちらの⼟地ではない、他の⼟地にしたほうがよい
と感じました。
もし根岸住宅地区跡地に建てるなら今ある⾃然を

本市の考え⽅
います。
⼀⽅､根岸住宅地区跡地は現在、駅からのアク
セスが不便等の課題はありますが、新病院等に求
められる⼟地の条件を概ね満たしており、現時点
では最も有⼒な再整備候補地と考えています。
また、根岸森林公園に隣接する部分について
は、根岸森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、
公園の更なる魅⼒向上を図っていきます。
なお、今回公表した跡地利⽤基本計画（案）
は、まちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取り
まとめたものであり、具体的な施設については、
今後、詳細を検討していくことになります。頂い
たご意⾒については、関係部署で共有し、今後の
検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。

⼤学病院は医学部施設と⼀体不可分であるた
め、根岸住宅地区跡地利⽤基本計画案に記載の⽂
教施設に合致するものと考えています
当該地区について、駅からのアクセスが不便等
の課題はありますが、新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、現時点では最も有⼒
な再整備候補地と考えています。
⼀⽅で、周囲の環境との調和は今後検討を進め
ていくうえで重要な視点と考えており、ご要望の
趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内容
について検討していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま

No.

ご意⾒
活かしたのんびり治療できる施設、畑をしながら
リハビリする施設、⼦供を保護する施設、障碍者
施設、リトリート施設がよいと思います。
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根岸住宅地区の跡地利⽤について
横浜の丘で畑をしながら暮らす 〜都会でもな
い、⽥舎でもない新しいまち”横浜ビレッジ”〜
内容
・畑付き住宅、畑付きマンション、畑付きの施設
（⾼齢者施設、児童施設など）シェア畑を作る・
横浜の丘で畑をしながら⾃給⾃⾜⽣活をする・広
場（公園）をつくり、マルシェや交換会、フレン
ドシップデーなどのイベントを開催する・⼦ども
⾷堂、⾃然⾷品の店、個⼈商店、治療院で⾃然や
ふれあいを⾝近に感じながら町の⽣活をサポート
効果・畑仕事を通して⼦供たちも⾼齢者の⽅もコ
ミュニケーションが取れ、⾃然と助け合うことが
できる・安全な農作物の確保ができる・緑が増え
る、空気がきれい・⼟いじりは⾼齢者の体⼒づく
り、⼦供の健やかな成⻑、精神疾患などにも効果
あり・コミュニケーションの機会が増え、思いや
りのある居⼼地の良い地域になる
まちづくりのテーマとコンセプトに当てはめる
と・・・
・⾃然や緑が⾝近に感じられる、環境と共⽣する
まち←畑・広場が多いので常に⾃然を感じられ
る・横浜都⼼部との近接性を⽣かし、周辺地区と
連携するまち←マルシェなどのイベントは他の地
域や団体とも連携。地域以外の誰でも参加でき
る・安全・安⼼なまち←畑を通して交流ができる
ので、⾼齢者や⼦供たちを地域で⾒守ることがで
きる←安全な⾷べ物が確保でき、安⼼して⽣活で
きる・⾼齢者をはじめ、いろいろな世代の⼈が住
めるまち←⾼齢者から⼦供、障害がある⼈誰でも
住むことができ、助けあうことができるまち・コ
ミュニティのつながりが感じられるまち←⾼齢
者、⼦供たちなど幅広い世代で助け合いながら⼀
緒に畑仕事をする←広場でマルシェなどのイベン
トを開催し、コミュニケーション活性化・開放的
で空間にゆとりの感じられる質の⾼いまち←畑・
広場が多く開放的⽶軍住宅のように広々としてい
る
想い
・根岸森林公園の近くで育ち、⼭元⼩学校に通っ
ていました。校舎の建て替えの際、仮校舎の通学
路で⽶軍住宅を通ったり、フレンドシップでーや
クリスマス会に参加したりと⽶軍住宅との交流が
あり、⽇本なのに外国で、広い芝⽣の中にある家
に驚いたのを覚えています。根岸森林公園もとて
も素晴らしく⼤好きな公園です。この素晴らしい
⼟地が新たに⽣まれ変わることにぜひ携わりたい
と思いました。
・世の中が変化する中、⽣き⽅を変え地⽅に移住
する⽅も増えています。⾃分たちで⾷べ物を作
り、地域で助け合うそんな豊かで温かい⽥舎暮ら

本市の考え⽅
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。

No.
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ご意⾒
しのような⽣活が横浜でできたらより魅⼒的なま
ちになると思います。⽶軍住宅前は畑だったので
きっと野菜も育ち、本来の⼟地の良さがより引き
⽴つかもしれません。
・横浜には魅⼒的な場所が既にたくさんあり、こ
れ以上都市的なものは作らなくても充分だと思い
ます。⾃然があり、⾃給⾃⾜⽣活をし、地域で助
け合う⽣活ができることが本当に⼼から豊で健康
的、そして⼦供たちにとっても良い環境であると
思いました。それを横浜で実現できたらうれしい
です。
・どこか懐かしくて新しい未来に向けて、ねぎま
ちが横浜の豊かな発展のモデルケースになるとよ
いです。⾃然があっての命です。横浜の豊かな⾃
然が守られますように。そして素晴らしいまちに
なることを願っています。
交通の便をよくすることが必要です。

・構想案では現病院跡地をどうするか⽰されてい
ません。市の考えを⽰してほしい。
・現市⼤病院の跡地に医療と福祉のための施設を
つくってほしい。
・⾦沢区⺠にとって移転により病院が遠くなり、
通院が不便になります。
全ての病院を無くすのではなく、診療が受けら
れる分室など設置してほしい。
・根岸まで通院しなくても福浦に通院できる医療
システムをつくること。
森林公園ゾーンにバーベキュー・宿泊ができる場
所を設置する。アスレチックを充実させ家族連れ
が来るのを増やす。

医学部学園祭は⼦供を連れてよく⾏きます。近く
なるのは楽しみ。
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根岸地区の計画がやっと動き出したようで良かっ
た。折⾓なら市⺠にとって有益となるものを作っ
てほしい。⾃分のような年寄りから⼦供たちまで
幅広い層の市⺠が集う公園にしてほしい。
病院の移転には賛成。10 年、20 年先の医療の進
歩を⾒据えた計画をお願いしたい。

根岸住宅地区のことは今回初めて知りました。⻑

本市の考え⽅

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
現在の２病院の跡利⽤については、これまで地
域で果たしてきた役割や医療需要の変化（回復
期・慢性期需要、在宅医療⽀援等）も考慮する必
要があります。こうしたことを踏まえ、近隣エリ
アで将来求められる医療・福祉ニーズを踏まえな
がら、必要な機能を確保することを基本とし、今
後、検討を進めていきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
ご評価いただきありがとうございます。
ご要望の趣旨を参考に、今後検討していきま
す。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を

No.

ご意⾒
らく制限を受けてきた地権者の⽅々のことを思う
と胸が痛みます。「⼟地利⽤計画」に⾃分の通う
⼤学名が出ていたのでびっくりしました。根岸は
あまり馴染みのない⼟地ですが、⾃分の通うキャ
ンパスよりも横浜駅やみなとみらい駅に近い場所
に移転するのは、全国から学⽣や教員を集める際
に効果的だと思います。
「医学部・附属２病院等の再整備の⽅向性」に
は、⼤学病院と医学部を集約すると記載されてい
ましたが、他のキャンパス（⾦沢⼋景、舞岡、鶴
⾒）は⼀緒にしないのでしょうか。これだけ影響
⼒のある取組なので、いっそのこと横浜市⽴⼤学
の全てのキャンパスを集約し、「横浜市最⼤の学
園都市化計画」等とした⽅がメリットもインパク
トもあると思います。（むしろ学年ごとに通うキ
ャンパスが違うというのは不便です…）
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昔から横浜市⼤病院があった浦⾈を離れるのは寂
しい。病院と医学部が⼀緒になるのに商学部が⼀
緒にならないのはなぜか。どうせなら全学部⼀緒
になって横浜市⼤をもっとアピールしてほしい。
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近隣に住むものです。⽶軍跡地開発は賛成です。
更に素晴らしい街づくりに期待します。⼀点だけ
根岸森林公園を分断する⼭元町 4 丁⽬交差点から
の主要道路建設と聞きました。あの素晴らしい⾃
然、公園を分断して⾞が通るのは環境、安全⾯的
に⼼配です。壊した⾃然は戻ってきません。再開
発により発展して多くの⼦供さん達も⽣まれるで
しょう。その時に⾃然はあった⽅が間違いなく良
いです。公園分断道路に考慮頂きながら開発を進
めてくれる事を切に願います。

お任せします。
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昔から特別な魅⼒のある地区なので、その良さを
損なわずに残して頂きたい。また個⼈的にもすぐ
近隣に住んでいるので、今の静かな環境を守って
もらいたい。

また、計画の実⾏に際しては、透明性を保って市
⺠に隠さず情報提供をして頂きたい。
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病院に関しては多くの⼈が集まることになり、ま
た周辺に買い物や⾷事の施設もないので、その辺
を⼗分考慮頂き、周辺住⺠の⽣活に影響が出ない
ようにして頂きたい。
既存の⽶国住宅の広々とした住環境を継承し、未
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図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。

市⼤には⼋景キャンパス(国際教養学部、国際商
学部、理学部、データサイエンス学部等）等もあ
りますが、⼋景キャンパスは耐震性等向上整備事
業が完了していること等もあり、今回の再整備の
対象としては、⼟地スペースの制約や再整備に係
る事業規模・期間等を総合的に勘案し、福浦キャ
ンパス・附属病院等、市⺠総合医療センターとし
ています。本再整備が市⼤のプレゼンス向上に資
する取組となるよう、具体的な検討を進めていき
ます。
市⼤には⼋景キャンパス(国際教養学部、国際商
学部、理学部、データサイエンス学部等）等もあ
りますが、⼋景キャンパスは耐震性等向上整備事
業が完了していること等もあり、今回の再整備の
対象としては、⼟地スペースの制約や再整備に係
る事業規模・期間等を総合的に勘案し、福浦キャ
ンパス・附属病院等、市⺠総合医療センターとし
ています。本再整備が市⼤のプレゼンス向上に資
する取組となるよう、具体的な検討を進めていき
ます。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
今後、再整備に係る具体的な内容について検討
していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま

No.

ご意⾒
来に末永く残る豊かな住宅地を形成して頂きた
い。横浜特有の歴史建造物とリンクするような外
観基準を設けて、⼯法や維持管理についてもエコ
でクリーンな⽅法を採⽤して欲しい。開発にあた
り参⼊する企業を選ぶ際にも、短期的な利益でな
く、歴史を刻む事や、新しい価値観を提案する責
任感ある企業を選定すべき。
病院の拡充には賛成だが、あくまで開発エリアと
のバランスが取れた形で建設を進めるべき。

154

旭台から浦船の⽅に抜ける道ができるのはいいの
ですが、森林公園と⼀等⾺⾒所の広場の間の道
は、主要道路として整備するのではなく、クラン
クやバンプを⼊れるなどして、スピードの出せな
い⽣活道路として整備して頂きたいと思います。
公園が主要道路で分断されると⼦供を安⼼して遊
ばせられなくなってしまいます。また、⼭元町 4
丁⽬の道が狭いまま、上記の道を主要道路として
通すと渋滞がひどくなってしまうと思います。少
なくとも、現在森林公園と⼀等⾺⾒所を繋いでい
る、ベースのゲート前の横断歩道は、道路のほう
を掘り下げて、上を渡れるようにして、⼈と⾞を
分離して下さい。

良い計画だと思います。

155

・⼭元町４丁⽬からの坂道を公園への⼊り⼝とし
て⼀般⾞両の⼊らない道に整備して欲しい。
・⼭元町４丁⽬からの坂道でマンションなどの共
同住宅を計画している場所は、⾞等の駐⾞場と
し、それより先に⼀般の⾞が⼊らない公園として
整備して欲しい。

競⾺場観客席(旧⼀等⾺⾒所)の建物を観光資源と
してきちん修復して欲しい。
競⾺場観客席前の⽶軍施設（体育館、映画館、ス
ーパー、プール）を活かすか、同じような施設を
つくり競⾺場観客席の修復を含め魅⼒的な観光エ
リアをつくってほしい。中区はそういった市⺠、
区⺠が利⽤する施設が乏しい事もある。

本市の考え⽅
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
また、根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つと
なる横浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に
公表した「都市計画道路の優先整備路線」では、
着⼿時期未定としています。しかしながら、⽶軍
根岸住宅地区が返還され、⼟地利⽤に変化があっ
た場合などには、事業の進捗に合わせて検討する
こととしています。根岸住宅地区の⼟地利⽤の開
始は 10〜15 年程度を要す事業です。今後の事業
の進捗状況に応じて検討を⾏います。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
ご提案の場所の住宅地等ゾーンについて、具体
的な施設については今後詳細に検討していくこと
となりますが、全⾯を公園として整備することは
考えておりません。
また、ご提案の道路については、主要な道路と
して必要と考えており、周辺住宅地の環境や根岸
森林公園の安全性と利便性、地区全体の交通環境
についても、⼗分に勘案しながら、今後、具体的
な検討を進めていきます。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権

No.

ご意⾒

⼭元町４丁⽬からのアクセスすると円形公園から
きれいな富⼠⼭を望むことが出来る。⾼い建物を
作るなどして景観を妨げないで欲しい。
公園からの⾒える⽶軍住宅は再利⽤し、宿泊施設
やそれを利⽤したショップなどはどうだろうか？
--参考になる施設-⼭梨県の清⾥にあるような萌え⽊の村
https://www.moeginomura.co.jp/
他県では古⺠家を再⽣した宿泊施設や町屋などを
活かした宿泊施設が⼈気を博している。横浜にも
そのような場所があっても良いのではないかと考
える
NIPPONIA HOTEL ⼤洲城下町などでは町全体を
ホテルと考えて構成している。
https://www.ozucastle.com/
NIPPONIA HOTEL の VMG さんは⽇本各地にこの
ような施設を企画運営している。
コンセプトからいうと⽶軍住宅跡地は該当しない
かもしれないが、意⾒を聞いてみても良いと思
う。
https://www.vmg.co.jp/lp/concept/
公園や跡地の利⽤計画などで公聴会や意⾒、考え
を提案できる場所があれば参加したい。

病院はあっても良いと思うが、⾝体の不⾃由な⽅
や病を抱えた⽅がアクセスするには⼤変だと思
う。バスやタクシーと考えるのは簡単だか、医療
費がかかる⽴場から少しでも出費を抑えたいと考
えると便利な病院に変更する可能性もある。経営
的な⾯からも難しくなるのでは？と思う。

病院を計画する場所は公園から富⼠⼭を臨むこと
が出来る⽅向となる。公園の魅⼒の⼀つとなって
いる景観なので、建てる場合は現在ある⽊の⾼さ
を超えないなどの公園からの景観を考えて欲し
い。
公園の競⾺場観覧席前の⽶軍道を主要道路と考え
ているが、ここは公園利⽤とし、⼀般⾞両の通⾏
はしない様にしてほしい。⼭元町 2 丁⽬から同じ
ように抜けられる道がある。滝の上側のバス道路
をメイン、⼭元町２丁⽬からの蓑沢道をサブ利⽤
と考えてほしい。

本市の考え⽅
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考とさせていただき
ます。

跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。また、今後、環境影響評価や
都市計画⼿続き等、跡地利⽤を具体的に検討して
いく段階で説明会等を⾏いますので、その際にご
意⾒をお寄せください。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点等の周辺道路の改
良や、ＪＲ根岸駅からのバス路線新設や既存バス
路線の⾒直し等によるバス路線の整備、乗客の負
担軽減に向けた更なる環境改善などについて、バ
ス事業者とともに検討を進めていきます。
今後、地域医療機関との役割分担等を踏まえ、
経営的な視点をもって、⼤学病院等の再整備に係
る具体的な内容について検討していきます。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便

No.

ご意⾒

156

根岸森林公園のすぐ近くに住み、⽇常的に公園を
利⽤させていただいています。5 歳と 3 歳の娘が
おり、この先、⼦ども達だけで公園に⾏くことも
増えるでしょう。公園を分断する太い道路ができ
ると聞きました。主要道路となると、交通量も増
えるでしょう。夜間の騒⾳の問題も出るのも不安
です。主要道路の建設には反対します。もし道路
になるのだとしても、⼦ども達が安⼼して遊べる
ように、歩道が幅広かったり、スピードの出せな
いような⼯夫など安全な道路設計でお願いしま
す。

157

緑が多くて広々としている場所は市街地周辺に少
ないので、公園などの占める割合を増やして緑を
沢⼭残した市⺠が⽂化的で健康な⽣活を送れる空
間にするのが良いかと思います。

今の⽴地の⽅が交通アクセスの⾯で圧倒的に良い
ので市⼤病院の移転は⾏わず、今の場所で建て替
え・整備するのが望ましいかと思います。

158

根岸森林公園を守りたいです 森林公園は遊具側
と合わせて根岸森林公園です。その真ん中を磯⼦
⽅⾯へ抜ける道路にするなど考えられません そ
の地域に住んでいる⼈からしたらあり得ません
便利になることだけがいいことではありません。
分断されてはこの素敵な森林公園が変わってしま

本市の考え⽅
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがいまして、公園の⾯積を増やすことは困
難です。
現⾏の同規模２病院体制は、診療圏の重複や設
備投資・管理部⾨の重複が発⽣するなど、今後、
⼈⼝減少社会を迎える中で経営上の課題となって
おり、⼤学病院としての機能を最⼤限発揮し続け
るためにも地域医療機関との役割分担を踏まえ
た、持続可能な運営体制が必要と考えています。
そこで、本再整備では⼤学病院としての機能を１
病院に集約する案をお⽰ししていますが、１病院
に集約する⼟地として、現⾏の場所では､⼟地ス
ペースの制約や再整備に係る事業規模・期間等を
考慮すると、再整備候補地として現実的ではない
と考えています。今後、ご要望の趣旨を参考に、
交通アクセスの向上等の再整備に係る具体的な内
容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま

No.

ご意⾒
います どうか⾞道などは作らないでほしいです

159

お世話になっております。根岸森林公園の近くに
住んでいるものですが、あの道路は⼦供も通りま
す。公園への道なので。ガードレールや歩道橋な
ど、安全への配慮は万全でしょうか？今の整備さ
れていない状態でも危ないと感じるのに、道路に
するのは不安です。

160

元々の⼟地所有者の⽅の住宅を建てるのは賛成。
この地区げ家から⾒える場所に住んでいるがせっ
かくの景観を活かせたら素敵だと思う。眺望も良
く、せっかくある整備された⼟地、キャンプや野
外活動ができる施設に活⽤できるのでは。この辺
りには図書館がないので既存の住宅で補修可能な
物は⼩さな図書館などにもできるのでは。
⼭の上は⼤きな病院にいくのもバスを乗り継がな
ければいけないので賛成。

161

本牧地区は昔⼩さなアメリカであった。開発が進
むに連れてなくなってきた。⼀部で良いのでアメ
リカを感じる様な物を残してもらいここには接収
された歴史を残してもらいたい。
市⺠が活⽤出来る BBQ 会場やキャンプ場、RV パ
ークなんかあったら最⾼です

162

病院のほか、公共施設を設置する以外は公園など
の市⺠のくつろぎの場にして欲しい。マンショ
ン、住宅などの開発、分譲には反対です。

本市の考え⽅
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。 現時点では、本市では市⽴
図書館を増設する計画はありませんが、頂いたご
意⾒については、⼟地を所有する地権者で構成さ
れるまちづくり協議会や本市の関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を

ご意⾒

No.

中⼼部の医療充実を図るため、賛成。
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森林公園と⼀体的に、現在のゆとりある空間が残
るようにして欲しい。

開発に先んじて、南区側と中区側をつなぐ道路を
通⾏可能にしていただきたい。

医学部キャンパスのみの移転なら賛成。病院の移
転は、地下鉄、JR、京急、どの駅からも遠く、バ
スやタクシー利⽤が不可避となり、通院に余分な
費⽤がかかるのは歓迎されないと思う。
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また、近隣住⺠としては、夜間に救急⾞が頻繁に
通過することによる騒⾳、ドクターヘリが着陸す
る場合の騒⾳と危険性を危惧します。この辺りは
⾵致地区として様々な制約を受けているので、逆
に静かな環境が守られる必要も考慮されるべきで
はないかと考えます。
地区の歴史的建造物再⽣案です。⽶海軍コマンダ
ーがかつて住んでいた住居群を修繕し新しい観光
資源として再活⽤することを提案したい。レスト
ランやショップなど楽しいコミュニティ「なつか
しのアメリカ村」として復活させてはどうです
か？
特に異議ありません。

本市の考え⽅
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
したがって、現時点で森林公園ゾーンや地区内
の街区公園等以外に⼤規模な公園を整備すること
は考えておりません。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
返還前に国が⾏う原状回復作業の間は、根岸住
宅地区は⽶軍の管理下にあることから⾃由な通⾏
はできません。返還後は、跡地利⽤に伴う⼯事が
⾏われることから、歩⾏者等の安全を確保するこ
とが難しいと考えていますが、少しでも早く事業
を進められるよう検討を進めていきます。
⼤学病院は医学研究を臨床に転換することが基
本であることから、新たな附属病院は診療（附属
２病院）・教育（医学部）
・研究機能（研究施設
等）を⼀体として整備したいと考えています。
なお、根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあ
りますが、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近
いため、公共交通についてはバス交通を基本とし
て、アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
今後、病院利⽤者の利便性等を踏まえ、交通ア
クセスの向上など、⼤学病院等の再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。

本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。 頂いたご意⾒については、
⼟地を所有する地権者で構成されるまちづくり協
議会や本市の関係部署で共有し、今後の検討の参
考とさせていただきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を

No.
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ご意⾒

今でも⾞の交通量が多いのにさらに多くなるのは
困る。元から住んでいる住⼈からすると駅や道に
⼈が増えて不便になるのは困る。

他のキャンパスも全部⼀緒にしてほしい。⾃分は
市⼤の卒業⽣だが周りに何もない⾦沢⼋景にある
ことにメリットがないと思う。校舎も古い。横浜
といっても横浜の端にあるので遊んだりバイトす
る場所が少ないし魅⼒がない。それか神⼤や関学
のようにみなとみらいにキャンパスを作ってほし
い。
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緑を⼤切にしているので住宅地 商業施設なども
良いと思います。

⼦供が安⼼してあそべる公園など。特に希望を出
すとしたら 中区本牧は⽝を飼っている⽅も多い
ので、無料⼤型ドックランを設けて貰いたいと願
います。リードを外して回れる場所は少なく 飼
い主としてはどこの施設も物⾜りなさを感じてい
ます。広⼤な敷地に⼈も動物も楽しめる場所をつ
くり、ドックカフェで⼀息つける施設を作ってい
ただけると嬉しいです。駐⾞場もあるとより⾏き
やすくなります。
病院の⽼朽化での再建設に賛成です。
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公園内に主要道路を作る事に反対します。横浜市
内も段々と緑地が減っています。これから開発で
きる貴重なそして広⼤な⼟地をこども達の豊かな
未来のためにも緑地の保全、こども達への安全確
保を最優先に考えて計画していただきたいです。

本市の考え⽅
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
主要な道路や⽣活道路の整備にあたっては、周
辺地域を含めた道路ネットワークを構築し、本地
区へのアクセス性を向上させるため、本地区内の
新たなまちづくりにより発⽣する交通量と本地区
周辺の幹線道路や交差点に与える影響を予測し、
必要に応じて交差点改良等の対応を⾏うことで、
円滑な交通処理を図っていきます。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地
区全体の交通環境についても、⼗分に勘案しなが
ら、今後、具体的な検討を進めていきます。
市⼤には⼋景キャンパス(国際教養学部、国際商
学部、理学部、データサイエンス学部等）等もあ
りますが、⼋景キャンパスは耐震性等向上整備事
業が完了していること等もあり、今回の再整備の
対象としては、⼟地スペースの制約や再整備に係
る事業規模・期間等を総合的に勘案し、福浦キャ
ンパス・附属病院等、市⺠総合医療センターとし
ています。本再整備が市⼤のプレゼンス向上に資
する取組となるよう、具体的な検討を進めていき
ます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
現時点では⼤規模な商業施設の整備は想定して
いませんが、頂いたご意⾒については、⼟地を所
有する地権者で構成されるまちづくり協議会や本
市の関係部署で共有し、今後の検討の参考にさせ
ていただきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

現⾏施設の狭あい化や⽼朽化など、現在抱える
課題を抜本的に解決し、⻑期的な視点から⼤学病
院としての機能強化を図り、市⺠の健康と命を⽀
える最後の砦としての役割を果たせるよう、ご要
望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な
内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所

No.

ご意⾒

また私は他の地域から引っ越してきましたが、横
浜市は図書館が少ないと思います。⽂化を築くた
めにも図書館も是⾮計画に⼊れていただきたいで
す。
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森林公園は、安全で全ての⼈達が楽しめる憩いの
場です。道路の確保は基本計画がベストなのでし
ょうか？できることなら、森林公園を分断するよ
うなことにならないようにしていただきたい。き
っと交通量も多くなることでしょう。⼼配です。

近隣に住む者としては、⼤きな病院がすぐそばに
あることは嬉しいことです。この案にはほぼ賛成
ですが、とにかく森林公園の現状維持を重視して
欲しい。
病院ができれば、それに伴って⼭元商店街も渋滞
が予想されます。道路の拡張はできないものでし
ょうか。
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計画書によれば、病院移設・拡⼤の必要性と内
容、⽴地分析等が記載されているが、ここでは横
浜市⽴⼤学医学部と付属病院に期待する機能の充
実に向けて、特に国際性と観光との関連の中で論
考する。

本市の考え⽅
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになりますが、現時点で
は、横浜市では市⽴図書館を増設する計画はあり
ません。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
ご評価いただきありがとうございます。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上を図っていきます。
根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つとなる横
浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に公表し
た「都市計画道路の優先整備路線」では、着⼿時
期未定としています。
しかしながら、⽶軍根岸住宅地区が返還され、
⼟地利⽤に変化があった場合などには、事業の進
捗に合わせて検討することとしています。根岸住
宅地区の⼟地利⽤の開始は 10〜15 年程度を要す
事業です。今後の事業の進捗状況に応じて検討を
⾏います。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。

No.

ご意⾒
1. 地域振興のふたつの⽅法
わが国の医療、看護、介護は、極めて⾼い⽔準に
あることは世界的に認めるところである。横浜は
⻑崎とは異なり、明治初期より英国や仏国、独国
の医学、薬学を積極的に取り⼊れてきた。いわば
現代医学、薬学の開祖の地ともなっている。⼀⽅
で横浜は、明治期や⼤戦後に多くの外国⼈を受け
容れ、その⽣活⽂化や習慣に馴染んできた地域で
もある。国家や地域が経済的に豊かになる⽅法は
ふたつある。当該地域で⽣産された物を地域外で
販売することにより対価を得る移出型地域振興が
そのひとつである。もうひとつは、⽣産物に競争
⼒が無い場合や優れた⾵⼟資産を持つ場合など、
地域外から⼈を呼び込んで、滞在している間に消
費を誘導する観光型地域振興である。わが国が豊
かになってきた要因は、いうまでもなく輸出によ
る外貨の獲得であった。絹などの農産物、鉄鋼、
造船、⾃動⾞、IT 系の流れである。いずれも第 1
次産業と第 2 次産業の技術に⽀えられた品質であ
る。今後は⼤国間の貿易はそのままに、新たな可
能性として巨⼤市場とみられる発展途上国家に、
わが国の「技術」を如何にして伝播し植え付ける
かである。これは「技術」という⽬に⾒えない物
を「⼈」を通して具現化すること、すなわち⼈材
育成である。
「技術」やノウハウは「⼈」に依存
するため価値化することが難しいが、明らかに⾼
付加価値であり価格と連動する。⼈材育成は教育
であるが、⼈々は教育には対価を⽀払う。
2. 求められる機能
そこで新たに整備される横浜市⽴⼤学医学部・付
属 2 病院には、次のような機能を求めたい。
(1) 外国⼈の⼈材育成拠点化
教育を通して海外からの⼈材の育成を⾏うこと
は、貿易や観光に変わって外貨を獲得するための
振興策のひとつとなる。同時に横浜やわが国の⽂
化、伝統、⽣活様式、物事の考え⽅を広く世界に
伝播する役割を持つ。留学やホームステイによ
り、⾃国の⽂化等を周辺地域に広げた例としては
古代ローマ（侵略によらない帝国主義）があり、
現代では（やり⽅に問題があるが）中国が挙げら
れる。現在の法制度で、海外から医学や看護学を
学ぶために来⽇する外国⼈に対しては、出⼊国管
理上で⼤幅に規制が緩和されている。⾼い知識と
技術を⾝につけた⼈材は、必ずしもわが国で働く
必要ない。⺟国やその他の地域で、横浜で育まれ
た知識と技術を持って医療、看護、介護に従事す
れば良い。現在は東南アジアを中⼼に⼈材が集ま
っているというが、今後の市場はカリブ海諸国
（CARICOM）
、中南部太平洋地域※1 、中央アジ
ア、アフリカ諸国（TICAD）等になると思われ
る。これら国々では JICA による地域振興の実績
がある。これらの地域では医療は外国⼈医師等に
頼る他、重病の場合には医療の進んだ他国に搬送
している。医療に対する需要は⾼いが貧困層では
医療が受けられない。これらの地域を挙げるその
他の理由としては、いずれも⼩国であるが国連で
は 1 票を持っている点がある。。軍事化や経済投
資によらない親⽇地域の拡⼤や、国連での常任理
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事国獲得に向けたわが国の国際的な存在感を強化
する効果も期待できる。
(2) 健康効⽤型観光※2 の推進観光型地域振興の
中で注⽬されるのは、観光が⽬的型になってきて
おり、その⽬的に中で「健康に関わる⾏動」の占
める割合が増加していることである。疾病を患い
治療を受ける際に、患者にとって療養環境は重要
である。療養地や病院等を選択する場合でも、
⼈々は⾃分の好みに合った場所や病院を選択する
ようになった。⼈々が豊かになってきたことや、
医療機関が量的にも増え、同時に多様化したこと
が背景にある。ここに観光の要素が⾒いだせる。
病院の医療技術や医師・看護師の⽔準の⾼さに変
わりがなければ、同じ治療を受けるなら、⾃然が
豊かな所、利便性が⾼い所、⽂化や歴史の⾹りが
する所など、病院選択には観光地選択と同じメカ
ニズムが働く。近年観光でもみられる顕著な傾向
は、地元の⼈と同じ物を⾷べ、買い物をし、同じ
ような⽣活を体験することである。横浜市⽴⼤学
医学部付属病院が⽬指す市⺠⽣活との親和性や患
者、被介護者等と市⺠との接点をもつこと、市⺠
との交流促進などは、そのまま患者の滞在快適性
となる。健康効⽤型観光を都市部で⾏うこととな
る。健康は、栄養、休養、運動の三要素からなる
ことは知られている。病院の専⾨家が指導する体
操教室や健康増進教室等の開催や⾷事・栄養指
導、料理講習会などは、医療や介護を受ける⼈々
と共に市⺠が参加することで、病院は市⺠⽣活の
向上に貢献し、患者は市⺠とふれあい価値を共有
する効⽤を得る。今般横浜市⽴⼤学医学部付属病
院が⽴地する地区は「根岸住宅地区跡利⽤基本計
画」によれば、都市公園に隣接しており安寧な治
療環境に適している。この公園等を利⽤したり、
遊歩道を散策することも考えているならば、トイ
レも含めて完全バリアフリー化すべきであるし、
治療やリハビリする⼈が安⼼して利⽤できる場所
になるべきと考える。横浜市は極めて知名度が⾼
く、国際的にも⾮常に⼈気のある都市※3 であ
る。都市的環境の利⽤、アーバンリゾートなど⾼
付加価値の⽣活を楽しみながら治療を受けるこ
と。憧れの都市で過ごし治療に専念すること。楽
しいリハビリ。これらは⾒⽅を変えると観光であ
り、健康を強烈に志向する観光の内容となる。具
体的に健康効⽤型観光を実践している例としては
沖縄県のマリンピアザオキナワ（海洋性リゾート
における健康効⽤型観光）があり、理事⻑は元名
桜⼤学観光産業学部教授で同時に琉球⼤学医学部
外科における甲状腺の専⾨家でもある。イルカを
⽤いたアトピー治療や⾃閉症治療（DAT：
Dolphin Assisted Therapy）を⾏っており、近年
では⼥性を対象とするダイエットプログラムも⼈
気が⾼い。
(3) 儲かる病院:マーケティングの必要性
横浜市⽴⼤学医学部付属病院は、第⼀義的には横
浜市を中⼼とする総合医療拠点となることだとい
う。⼈材育成のターゲットは発展途上国の⼈材に
焦点を当てるが、医療や介護、リハビリや健康診
断を求める⼈々の市場としては中国に注⽬する。
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中国はわが国以上に⾼齢化が進み、⼀⼈っ⼦政策
の後遺症もあって⽣産⼈⼝が急速に収縮している
ことが背景にある。⼀⽅で経済の発展による所得
格差は⼤きく広がっているが、富裕層は厚みを増
す傾向にある。経済的には投資先として海外市場
を⾒ており、⼈材的には欧⽶等への留学が盛んに
⾏われている。観光的にはビックバンの様相を呈
しており、わが国でも中国⼈の爆買いが話題にも
なった。医療・介護や保養、リハビリを海外に求
めることも次第に顕著となっているが、現状をデ
ータで捉えることが難しい。海外渡航の⽬的を健
康効⽤型観光の中でアンケート調査することも試
みられているが、兼観光のカテゴリーに集約さ
れ、治療や健康診断といった⽬的を明らかにする
選択肢がないために実態がつかめていない。着地
側の調査で「治療のため」
「健康診断のため」
「リ
ハビリのため」に来⽇したという結果はあるが、
⺟集団が明確でないために研究や経営資料として
は不⼗分である。発地側の潜在需要調査も乏し
く、統計分析に耐えられる精度の調査が求められ
る。医療や介護、リハビリ、保養も含めて、中国
が⼤きな市場になっていることは確かなことだ
が、科学的な調査分析と研究が急がれる。
3. 病院と接遇は語源が同じ
病院（HOSPITAL）と接遇（HOSPITALITY）は、
元々ラテン語の HOSPIS に由来している。キリス
ト教の巡礼が盛んになっていった頃、交通利便性
の⾼い教会や修道院には多くの旅⼈が集まった。
教会等ではこれらの⼈々に飲⾷を与え、病の⼈々
に対しては治療を⾏った。やがて利⽤者が多くな
ると、教会等では神に祈りを捧げるという任務に
障りが出始め、飲⾷・宿泊部分と治療をする部分
を教会等から切り離した。これがレストランやホ
テルとなり、⼀⽅では病院となっていった※4。
酒の中にはベネディクティンやシャトリューズの
ように修道院等で薬に使われたという由来を持つ
物も多い。⼤学教育の中で看護学部と観光学部が
カリキュラムやインターンシップを共有している
例としてはハワイ⼤学マノア校があり、わが国で
も名桜⼤学観光産業学科を創設※5 した際に、環
境部⾨と看護部⾨を取り⼊れようとした経緯があ
る（現在は看護学部がある）。
4. 横浜市⽴⼤学医学部付属病院に期待される国
際性
中国をはじめ東南アジア地域からの健康診断、リ
ハビリ、⾼度医療の需要に対応し、発展途上であ
る TICAD や CARICOM 等、また中央アジアなど
から積極的に⼈材を受け⼊れて育成するプログラ
ムを構築することに期待する。国際的なわが国へ
の信頼感の醸成と、横浜が介護等を含めた総合医
療拠点として認められる布⽯を御校が打つ。病院
経営を多⾓化することは、単に病院の経理を健全
化するに留まらず、同時に市⺠のみならず国際的
にも信頼感と親近感を育むこととなる。医療の⽬
的の中に「国⺠の福祉の向上」があるならば、こ
れは観光の⽬的とも合致する。最終的に市⺠(国
⺠)が育てる病院を⽬指して欲しい。観光が観光者
の効⽤を⾼めるだけでなく、究極的には地域の発
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展を促す源動⼒であれば、その⼿法として医療・
介護と健康をキーワードにした病院は、機能を⾼
度化することによって複合的な効果を地域社会に
もたらすことが期待される。さらに国際貢献に⼤
きく寄与すると期待できる。医療・介護の充実の
延⻑上に、観光と結びつく健康効⽤型観光が成⽴
し、⽣活者にとっての利便性と安⼼感が、観光者
にとっては滞在空間における快適性の創造とな
る。その結果、地域の住⺠⽣活と観光者の滞在⽣
活の境（ボーダー）がなくなる。結果として横浜
は「住みやすいまち」が実現する。その都市の魅
⼒が対外的には観光⽬的地選択の⼤きな要因とな
る。御校の将来ビジョンの中に、都市的魅⼒の創
造を加味してもらいたいし、その⼿段として⼈々
の動きや交流、すなわち観光の視点を※1 JICA の
研修プログラムにより、17 年間に渡ってこれらの
国々の地域振興、観光振興に関わってきた。
※2 出⼝と⼩濱が提唱する概念。Health Claim
Tourism 観光の形態は⾼齢社会を背景として、最
終的には⾁体的、精神的に健康を志向する旅⾏形
態になるとする。
※3 クルーズ需要分析では、横浜港は⻑年にわた
って「⽴ち寄りたい都市」の 1 位を続けている。
※4 The British Hotel and Catering Industry,
S.Medlik 1961 に詳しい。
※5 ⼩濱は、名桜⼤学の創設にかかわり、観光産
業学科を⽴ち上げた。加えていただきたい。
根岸森林公園内を通す道路計画について。横浜駅
根岸線の道路があるのだから、公園内を分断する
ような道路をつくることには、断固反対です。こ
のコロナ禍において、⼩さなお⼦さんを連れたご
家族連れが⼤変多くいらっしゃいました。ボール
遊びをする⼦や⾃転⾞の練習をする⼦、ジョギン
グする⼈、⽝の散歩する⽅など、広い公園でもと
ころ狭しとしておりました。⾞の往来を気にする
ことなく、広い公園で、いろいろな世代の⽅々が
楽しめる横浜の⾃慢の公園であってほしいです。
また、時間帯によって⼈気がなくなるところに、
⾞道をつくると、事件に巻き込まれる可能性も出
てくると思います。公園内を分断する道路つくる
意味があるのでしょうか？必要ないです。絶対に
反対です。利便性だけを考えるのではなく、すこ
しぐらい不便でもいいではないですか？何卒ご⼀
考くださいますよう、よろしくお願いします。

主要道路の詳細がないので、不安要素が広がって
しまいます。主要道路ができることで、公園が今
までよりも危険が増えてしまうのではないか⼼配
です。既存の道路を拡張するのでしょうか？それ
とも新規で道路を作るのでしょうか？⼦供が今ま
で以上に安⼼して遊べるようになる具体的情報や
開発ルールを提⽰していただけると安⼼します。
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道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
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計画について理解しました。⼤きな異論はありま
せんが、１点気になりました。⼭元町４丁⽬付近
から寺久保へ抜ける主要道路が必要である意味が
わかりません。これでは根岸森林公園が分断され
てしまい、公園間を往来する際の事故が懸念され
ます。⼦供からお年寄りが往来することになるた
め、⼗分検討をお願いします。

また、下記についても⼗分な検討をお願いいたし
ます。
・景観を損なわないこと。
→建設物、街灯などの配⾊。
→低層住宅地区であることの配慮。
・主要道路と歩道との安全確保。
→⼤型⾞両の交通規制。
→⾞両⾛⾏スピード規制。
→歩道幅確保。
→電柱、街灯などの配置⽅法。
→歩道橋を設置する場合の⾼さ、エレベーター
など考慮。
※個⼈的には歩道橋は設置してほしくはあり
ません。
→交差点での死⾓。
→歩道柵の耐久性、衝撃緩和性、景観など。
・治安確保。
→警察署、交番の配置。
→防犯カメラの配置。
→死⾓が少ない。
→ゴミが少ない。
・根岸森林公園の設備充実化。
→駐⾞場拡充。
→レストハウス拡充。
→ペット散歩⽤区画配備。
→レクリエーション設備拡充。スケートボー
ド、野球、サッカー、バスケなどの練習設備。
BBQ 場、キャンプ場など。
→マラソンコース再整備。
再整備については特に異論はありません。ただ、
医学部・附属２病院が１カ所へ集約されること
で、建設される建物が⾼層化する懸念がありま
す。ご存じの通り当該地区周辺は低層住宅地区で
あり、現近隣居住者が不快に感じる建物にならな
いように注意していただきたくお願いいたしま
す。
救急⾞両の往来が増えると思うので、路上駐⾞違
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道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
良好な市街地景観の創出に向け、周辺住宅地と
の調和を考慮しながら、建物等の規模、⾼さ、意
匠などを検討していきます。

道路幅員については、現時点では詳細は決まっ
ておりませんが、⼟地利⽤の特性に応じ、⾃動
⾞、⾃転⾞、歩⾏者それぞれについて、安全かつ
円滑で快適に通⾏できるよう、歩道・⾞道の幅員
や⾞線数を確保していきます。
主要な道路の整備については、第２章（３）ア
に⽰しているとおり、街路樹や植樹帯等を整備
し、景観や環境等に配慮した道路空間の創出を図
っていきます。
なお、交通規制については、主要な道路の完成
時期を⾒据えながら、周辺⾃治会と協⼒し検討し
ていく必要があると考えています。
頂いたご意⾒については、国や県なども含めて
関係部署で共有し、今後の検討の参考にさせてい
ただきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。

本地区は、⼟地区画整理事業を基本として事業

No.

ご意⾒
反⾞両などへの対策、道路幅の確保もお願いいた
します。
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・意⾒募集の告知について
近隣住⺠、市⺠に意⾒募集が⾏われていること⾃
体が届いていない。森林公園やその他団体や著名
⼈に、意⾒募集が⾏われていることを告知しても
らうため動いたのは市⺠です。今後この計画に関
連する事柄は、別の⽅法を取り⼊れて告知して頂
きたい。

・⻑年の観覧席の放置について
内部の調査もどの団体にも許さないようですが、
それほど⽼朽化するまで放置していた責任を問い
たい。また現在窓ガラスが割れていて、⾬⾵が吹
き込んでいます。あれが保存と⾔えるのか疑問で
す。早期に改善してほしい。出来る限り、最善を
尽くし⼀般公開出来るように改修⼯事をして頂き
たい。新たな観光スポットを作る前に、既にある
ものを活⽤して頂きたい。1989 年時点で「2 年後
に改修⼯事が始まる」と報道されていたのに、な
ぜここまで放置されたのか？横浜市には認定され
ていない歴史建築が多く存在しています。今後こ
のように貴重な建築を放置することが続かないよ
うに、建築保存に関する仕組みを開かれたものに
して欲しい。
・⽶軍住宅の⾒学
数年前まではベース内で交流イベントが⾏われて
いた。⼯事着⼯前に、ベース内を⾒学するイベン
トを開催してほしい。内部のそのままの姿を写真
に撮ったり、映像に残したい⼈は多いはずです。
撮影やロケなどに使いたいアーティストもいるは
ずです。そのような⽅々に協⼒することこそ⽂化
発展に繋がります。横浜市にとってはこれから開
発するただの⼟地かもしれないが、近隣住⺠にと
ってあの場所は特別なものです。また今まで住ん
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化を検討していますが、当該事業で整備した道路
は、公道となります。したがいまして、警察と連
携しながら道路の形状等、具体的な違法駐⾞対策
について検討を進めていきます。
また、道路幅員については、現時点では詳細は
決まっておりませんが、⼟地利⽤の特性に応じ、
⾃動⾞、⾃転⾞、歩⾏者それぞれについて、安全
かつ円滑で快適に通⾏できるよう、歩道・⾞道の
幅員や⾞線数を確保していきます。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。

本地区は、現時点も⽶軍から返還されていない
ため、⼊場については厳しい規制がかけられてい
ます。また、令和元年の⽇⽶合意により、⽶軍の
管理下のまま、国による原状回復作業（解体⼯事
等）が⾏われることとなったため、解体⼯事前に
⾒学することは困難です。

No.

174

175

ご意⾒
でいた⽶軍の⽅々にもお別れのセレモニーを設け
るべきです。そう⾔った今までの歴史に敬意を⽰
さず、発展だけを望むような開発はこの場所には
合いません。
森林公園のすぐ傍に住んでいます。毎⽇⾏きたい
癒しの⼤好きな公園です。どうかいまの静かな住
環境を壊さずに、⽶軍跡地の雰囲気を残しつつ、
もっとより良い公園にしてもらえたら嬉しいで
す。

１．構想書を拝⾒すると、冒頭から全体の 9 割く
らいまでは「良好な住環境を維持する」という内
容が書かれていますが、最後の数ページで急に、
「⽤途地域を変更して病院を建てる」という話が
登場しています。当然、⾼さ制限も現在の 10m
ではなく、15m〜20m くらいへの変更を想定して
いるかと思います。そこで質問ですが、返還され
る⼟地のおよそ 1/4 の⼟地の⽤途地域と⾼度地区
が変わり、（例え分散配置するとしても）かなり
のボリュームある建物が建つことと、良好な住環
境の維持継続について、整合性は取れるのでしょ
うか？正直申し上げると構想書の展開が唐突過ぎ
て、計画の合理性が説明しきれていないと思いま
す。病院の設置を前提とするならば、構想書の前
半部分で⽂教施設だけではなく医療施設の設置に
⾔及（病院は⽂教施設ではない）した上で、「こ
れくらいの建物ボリュームだから住環境に影響は
ない」という市のビジョンを提⽰しなければ、⼤
多数の市⺠は賛成も反対もできないと思います。
２．かねてより横浜市では『みどりアップ計画』
と題して緑化を推進されています。今回の返還で
根岸森林公園の緑地や憩いのスペースが増えるこ
とを期待しています。しかしながら、今や森林公
園の⾵景の⼀部になっている旧競⾺場スタンドと
公園本体が道路で分断されてしまう絵になってい
ます。将来は旧競⾺場スタンドと公園が⼀体的に
利⽤できるのだと期待していたので驚いていま
す。なぜこのように公園を分断するような道路が
作られるのでしょうか？横浜駅根岸線の道路と、
中村町へ通り抜ける道路を充実させて、競⾺場ス
タンドの前は緊急⾞両だけが通れる遊歩道にすれ
ば良いのではないでしょうか？こんなところに道
路を通しても、交差点が増えるだけでいたずらに
渋滞を招くだけのように思いますし、公園間を横
断する利⽤者にとっては危険が増すだけです。も
う⼀度、この付近の状況や使われ⽅を、⼀年を通
じた定点観測などで分析してみては頂けませんで
しょうか？
３．景観につきまして、旧競⾺場スタンド隣接の
円形芝⽣公園からの富⼠⼭や丹沢の⼭並みが⾒え
る⾵景を壊さないで欲しいです。
４．今回の意⾒募集で集まった意⾒についてはご
回答があるものと思っていますが、さらにその先
に再質問の機会、公聴会などの開催予定はあるの
でしょうか？
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根岸森林公園に隣接する部分については、根岸
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上を図っていきます。
なお、本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊
造住宅であり、⽼朽化が進んでいることから、元
の建物を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰
囲気の継承を⽬指します。
⼤学病院等の再整備にあたっては、住環境が悪
化しないよう、周辺住宅地との調和を考慮しなが
ら、建物の規模、⾼さ等を検討していきます。

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。

良好な市街地景観の創出に向け、周辺住宅地と
の調和を考慮しながら、建物の規模、⾼さ等を検
討していきます。
跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。また、今後、環境影響評価や
都市計画⼿続き等、跡地利⽤を具体的に検討して
いく段階で説明会等を⾏いますので、その際にご
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ご意⾒
１．⼤学のキャンパスと病院の設置につきまし
て、⼤学については跡地利⽤の構想書で⾔うとこ
ろの『⽂教施設』なので理解できますが、病院は
⼀般的には⽂教施設ではありません。つまり、跡
地利⽤の構想書では病院の設置を想定していない
ことになります。そのあたりの整合性についてご
説明頂ければと思います。
２．そもそも病院をこの不便な場所に設置するこ
との積極的な理由はあるのでしょうか？歩いてア
クセスすることは現実的ではなく、バスを増設す
る場合にも最寄駅からの道路状況が悪過ぎて周辺
の⽣活にまで影響が出ることは容易に想像できま
す。『他に⼟地がないから仕⽅ない』という意味
合いの内容が書かれていますが、ずいぶん前から
このような事態になることがわかっているはずな
のですから、瀬⾕にテーマパークなど誘致してい
る場合ではないのではないでしょうか？
３．今回の意⾒募集で集まった意⾒についてはご
回答があるものと思っていますが、さらにその先
に再質問の機会、公聴会などの開催予定はあるの
でしょうか？
以下要望です。
コンセプト：⾵致地区を守りつつ、エコ・緑化な
どを追求した地区としての機能を持たせるのがよ
いのではないかと思いました。
・スマートシティ等、最先端の技術も取り⼊れた
機能や移動⼿段などを実現
・エコ、緑化を追求したモールの整備（⾷品スー
パーだけではなくて、アウトドアをコンセプトに
したブランドを集合させたモールとか何か特⻑の
あるモールなどいかがでしょうか）

景観：
・根岸森林公園のふれあい公園からは富⼠⼭が⾒
えるのですが、このあたりに住宅が建設される想
定になるかと思われますので、公園からの景観も
維持
⼀等⾺⾒所の整備・維持

⽶軍第５消防隊の跡地の建物はそのまま利⽤して
ほしい

177

１同様、エコ・緑化などを追求した地区内にあ
る、病院・⼤学として、機能が優先ですが、建物
としてもこれまでの⽩い無機質なものではなく、
⼈が集まりたくなるような、⾒た⽬にも温かい雰
囲気の病院・⼤学だとよいかと思いました。
根岸森林公園の近くに居住している者として本基
本計画には反対します。理由は、本基本計画は現
在の良好な住環境に悪影響を及ぼすものと考える
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意⾒をお寄せください。
⼤学病院は医学部施設と⼀体不可分であるた
め、根岸住宅地区跡地利⽤基本計画案に記載の⽂
教施設に合致するものと考えています。
当該地区について、駅からのアクセスが不便等
の課題はありますが、新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、現時点では最も有⼒
な再整備候補地と考えています。⼀⽅で、周囲の
環境との調和は今後検討を進めていくうえで重要
な視点と考えており、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討し､
再整備基本計画としてとりまとめ､改めて､市⺠意
⾒募集を⾏っていく予定です｡なお、今回、いた
だいたご意⾒へ本市の考え⽅は別途ホームページ
等で公表する予定です。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
現時点では⼤規模な商業施設の整備は想定して
いませんが、頂いたご意⾒については、⼟地を所
有する地権者で構成されるまちづくり協議会で共
有し、今後の検討の参考にさせていただきます。
また、跡地利⽤基本計画（案）第２章におい
て、地区全体で環境負荷を軽減するエネルギーマ
ネジメントシステムの導⼊や、地区内の交通⼿段
として環境負荷の低減などについても検討してい
くこととしています。
住宅地の整備にあたっては、良好な市街地景観
の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮しなが
ら、建物の規模、⾼さ等を検討していきます。

旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。 頂いたご意⾒については、⼟地を所有
する地権者で構成されるまちづくり協議会や本市
の関係部署で共有するとともに、国にも情報提供
をさせていただきます。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
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からです。⼩⽣が居住している地域は第４種⾵致
地区に指定されている地域です。この地域の閑静
で景観がよい佇まいや環境が気に⼊り、決して価
格は安くありませんでしたが、何とか現在の住居
を⼿に⼊れ、静かな環境の中で快適な暮らしをし
ています。しかしながら、本基本計画が進められ
るとその良好な住環境が脅かされる不安がありま
す。つまり本基本計画の実現により、住宅地ゾー
ンにおいて⼈⼝が爆発的に増加し、この地域全体
の⼈⼝が急増します。⼈⼝が増加するとどうして
も環境が雑然としてしまい、現在のこの地域の⼤
変良好な住環境が悪化することになります。住環
境の悪化は住居の資産価値の低下に繋がります。
住居の資産価値の低下は横浜市が補償してくれる
のでしょうか。さらに本基本計画の実現により、
交通事情も悪くなります。この地域は丘の上に⽴
地していますので、通勤、通学あるいは買い物等
にはバスや⾃動⾞が必要です。まずバスですが、
現在、根岸森林公園付近を⾛る市営バスには１０
３系統や２１系統があります。ともに朝⼣はもち
ろんのこと⽇中でもかなり混雑しています。⼩⽣
は、根岸森林公園付近のバス停から横浜駅まで１
０３系統を利⽤して通勤しています。乗⾞時間が
⻑いため、バスの⾞内で新聞や書籍を読みたいの
で必ず着席しています。幸い現在は、１０３系統
の場合、根岸台バス停が始発のバスが多いので、
朝は根岸森林公園付近のバス停から乗⾞しても座
席に座ることができますが、⼣⽅の帰宅時には、
横浜駅から着席するために１本⾒送って待って乗
⾞することが⽇常茶飯事です。仮に本基本計画が
実現してしまうと、現在とは⽐較にならないほ
ど、朝⼣のバスが相当混雑することが考えられま
す。また１０３系統が住宅地ゾーンまで延伸さ
れ、住宅地ゾーンに設置されると思われるバス停
が始発となり、根岸森林公園付近のバス停から乗
⾞した場合には既に座席に座れない状態になるこ
とが想定されます。同じく２１系統も、根岸森林
公園付近のバス停から乗⾞した場合には既に座席
に座れない状態になることが想定されます。帰り
も１本⾒送って待っても着席して乗⾞することが
できず、２本あるいは３本待ってやっと着席して
乗⾞できる状況になることを恐れています。今
後、１０年〜２０年経過すると、⼩⽣も⾼齢者と
呼ばれる世代に属します。但し⾼齢者となっても
働かなければならない状況も考えられます。⾼齢
者となった時に混雑しているバスで座れないのは
⾁体的に厳しいです。バスには優先席があります
が、その頃には⾼齢化社会がますます進んでお
り、乗⾞した時点では既に優先席が満席になって
いることも考えられます。現在と同様、通勤する
ためには、１０３系統では終点の横浜駅、２１系
統では同じく終点の桜⽊町駅まで乗⾞することに
なると思われ、ともに時間がかかります。⾼齢者
にとっては、どちらの系統とも⻑時間を⽴って乗
⾞することは苦痛です。帰りも同じ状況です。し
たがって、現在居住している住⺠に犠牲を強いて
の本基本計画には断固反対です。
⼀⽅、⼩⽣や周辺住⺠が⾃家⽤⾞を利⽤する場合
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アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、横浜駅根岸線の交通渋滞の緩和について
は、頂いたご意⾒を踏まえ、今後の検討の参考と
させていただきます。

No.
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には、横浜駅根岸線（横浜駅根岸道路）を利⽤し
ていますが、仮に本基本計画が実現し住宅地ゾー
ンにおいて⼈⼝が爆発的に増加すると、その⼀定
割合は通勤や買い物に⾃動⾞を利⽤することにな
ります。特に平⽇は通勤に使⽤され、その⾃動⾞
が横浜駅根岸線（横浜駅根岸道路）を利⽤し、朝
は横浜駅⽅⾯が、⼣⽅は根岸森林公園⽅⾯が交通
渋滞となる虞れがあります。さらに、朝は根岸駅
⽅⾯に向かう⾃動⾞もあると思われ、不動坂下交
差点で交通渋滞を引き起こす虞れもあります。交
通渋滞は⾃動⾞利⽤者だけでなく、バスも交通渋
滞で遅延しますのでバスでの通勤・通学者にも悪
影響を及ぼします。横浜駅根岸線（横浜駅根岸道
路）にバス専⽤レーンを設けることができれば、
バスは交通渋滞から逃れることができるのです
が、道路幅から考えて、横浜駅根岸線（横浜駅根
岸道路）にバス専⽤レーンを設けることは不可能
です。いずれにしても、現在居住している住⺠に
犠牲を強いての本基本計画となりますので絶対反
対です。以上の通り、本基本計画に反対します。
しかしながら、横浜市がどうしてもこのまま押し
切って本基本計画の通り開発するのであれば、せ
めて交通事情の悪化対策として以下の⼿段を取る
ことを強く要望します。まずバスですが、住宅地
ゾーンの住⺠に対しては１０３系統や２１系統の
利⽤を前提とせず、住宅地ゾーンとＪＲ根岸駅と
の間で新たなバス路線を設けて、住宅地ゾーンの
住⺠にはＪＲ根岸駅を利⽤させるべきです。但
し、ＪＲ根岸駅から不動坂を上ったところにある
根岸旭台交差点は、現在のままですと⼤型バスの
左折が難しいと思われます。本基本計画にもある
通り、根岸旭台交差点を改良して、ＪＲ根岸駅か
ら来たバスが左折できるようにし、上記の通り、
バスの新路線により住宅地ゾーンの住⺠をＪＲ根
岸駅に向かわせる流れを作ることを強く要望しま
す。また万⼀、１０３系統を根岸台バス停から住
宅地ゾーンまで延伸させるのであれば、まずは⼤
規模な増便を求めます。また１０３系統の全ての
バスを住宅地ゾーン始発あるいは終点とするので
はなく、例えば、便の半数くらいは現在と同様
に、根岸台始発あるいは終点とすべきと考えま
す。また横浜駅根岸線（横浜駅根岸道路）の交通
渋滞を防⽌するために、国道１６号線や吉野町駅
⽅⾯への道路を新設し、⾃動⾞の流れをそちらへ
誘導することで、横浜駅根岸線（横浜駅根岸道
路）の交通渋滞を回避するべきです。繰り返しに
なりますが、⼩⽣は、現在の良好な住環境に悪影
響を及ぼす本基本計画に反対します。本基本計画
が進められると、とても閑静で良好な住環境が脅
かされます。また交通事情の悪化等を引き起こす
など、現在居住している住⺠にとって本基本計画
はデメリットしかありません。現在居住している
住⺠に犠牲を強いての本基本計画には断固反対し
ます。また横浜駅根岸線（横浜駅根岸道路）の交
通渋滞を防⽌するために、国道１６号線や吉野町
駅⽅⾯への道路を新設し、⾃動⾞の流れをそちら
へ誘導することで、横浜駅根岸線（横浜駅根岸道
路）の交通渋滞を回避するべきです。繰り返しに
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なりますが、⼩⽣は、現在の良好な住環境に悪影
響を及ぼす本基本計画に反対します。本基本計画
が進められると、とても閑静で良好な住環境が脅
かされます。また交通事情の悪化等を引き起こす
など、現在居住している住⺠にとって本基本計画
はデメリットしかありません。現在居住している
住⺠に犠牲を強いての本基本計画には断固反対し
ます。
根岸森林公園の近くに居住している者として本再
整備構想に反対します。 理由は、本再整備構想
は現在の良好な住環境に悪影響を及ぼすものと考
えるからです。 根岸住宅地区跡地利⽤基本計画
（以下、「基本計画」といいます。）に対しても意
⾒を提出しましたが、⼩⽣が居住している地域は
第４種⾵致地区に指定されている地域です。この
地域の閑静で景観がよい佇まいや環境が気に⼊
り、決して価格は安くありませんでしたが、何と
か現在の住居を⼿に⼊れ、静かな環境の中で快適
な暮らしをしています。基本計画に従って住宅ゾ
ーンに新たに住宅ができるだけでも、既に住んで
いる住⺠にとっては⼤きなデメリットとなります
が、その上に、本再整備構想が進められて病院が
建設されてしまうと、基本計画で脅かされる良好
な住環境が、さらに脅かされる不安があります。
つまり、基本計画により住宅地ゾーンにおいて⼈
⼝が爆発的に増加し、この地域全体の⼈⼝が急増
します。⼈⼝が増加するとどうしても環境が雑然
としてしまい、現在のこの地域の⼤変良好な住環
境が悪化することになります。さらに本再整備構
想により病院が建設されてしまうと、その住環境
は⼀層、悪化してしまいます。具体的には、病院
が建設されてしまうと、市内外から多くの患者、
⾒舞客あるいは関係者など住⺠以外の多種多様な
⼈々の来院がありますので治安の悪化も懸念され
ます。さらに夜間も出⼊りがある救急⾞のサイレ
ン⾳で静寂な⽣活や安眠が妨げられます。本再整
備構想は、基本計画による住環境の悪化に輪をか
けて住居の資産価値の低下に繋がります。さらに
悪化する住居の資産価値の低下は横浜市が補償し
てくれるのでしょうか。 さらに本再整備構想に
より、基本計画の実現により悪化する交通事情が
ますます悪化します。 この地域は丘の上に⽴地
していますので、通勤、通学あるいは買い物等に
はバスや⾃動⾞が必要です。 まずバスですが、
現在、根岸森林公園付近を⾛る市営バスには１０
３系統や２１系統があります。ともに朝⼣はもち
ろんのこと⽇中でもかなり混雑しています。⼩⽣
は、根岸森林公園付近のバス停から横浜駅まで１
０３系統を利⽤して通勤や買い物等に出かけま
す。乗⾞時間が⻑いため、バスの⾞内で新聞や書
籍を読みたいので必ず着席しています。幸い現在
は、１０３系統の場合、根岸台バス停が始発のバ
スが多いので、根岸森林公園付近のバス停から乗
⾞しても座席に座ることができますが、帰宅時に
は、横浜駅から着席するために１本⾒送って待っ
て乗⾞することが⽇常茶飯事です。 仮に本再整
備構想が実現してしまうと、現在とは⽐較になら
ないほど、バスが相当混雑することが考えられま
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根岸住宅地区跡地は駅からのアクセスが不便等
の課題はありますが、新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、現時点では最も有⼒
な再整備候補地と考えています。周囲の環境との
調和を⼗分考慮し、交通アクセスの課題への対応
など、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
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す。また１０３系統が延伸され、住宅地ゾーンに
設置されると思われるバス停あるいは⽂教ゾーン
に建設される病院付近に設置されると思われるバ
ス停が始発となり、根岸森林公園付近のバス停か
ら乗⾞した場合には既に座席に座れない状態にな
ることが想定されます。同じく２１系統も、根岸
森林公園付近のバス停から乗⾞した場合には既に
座席に座れない状態になることが想定されます。
帰りも１本⾒送って待っても着席して乗⾞するこ
とができず、２本あるいは３本待ってやっと着席
して乗⾞できる状況になることを恐れています。
今後、１０年〜２０年経過すると、⼩⽣も⾼齢者
と呼ばれる世代に属します。但し⾼齢者となって
も働かなければならない状況も考えられますし、
もちろん買い物等には出かけます。⾼齢者となっ
た時に混雑しているバスで座れないのは⾁体的に
厳しいです。バスには優先席がありますが、その
頃には⾼齢化社会がますます進んでおり、乗⾞し
た時点では既に優先席が満席になっていることも
考えられます。現在と同様、通勤や買い物等に
は、１０３系統では終点の横浜駅、２１系統では
同じく終点の桜⽊町駅まで乗⾞することになると
思われ、ともに時間がかかります。⾼齢者にとっ
ては、どちらの系統とも⻑時間を⽴って乗⾞する
ことは苦痛です。帰りも同じ状況です。したがっ
て、現在居住している住⺠に犠牲を強いての本再
整備構想には断固反対です。⼀⽅、⼩⽣や周辺住
⺠が⾃家⽤⾞を利⽤する場合には、横浜駅根岸線
（横浜駅根岸道路）を利⽤していますが、仮に本
再整備構想が実現し病院が建設されてしまうと、
来院者の⾃家⽤⾞や業務⽤⾃動⾞さらにはタクシ
ー等で横浜駅根岸線（横浜駅根岸道路）を利⽤す
る⾃動⾞台数が増加します。加えて、住宅地ゾー
ンにおいて⼈⼝が爆発的に増加することで、住宅
地ゾーンの居住者も通勤や買い物に⾃動⾞を利⽤
することになります。その結果、横浜駅根岸線
（横浜駅根岸道路）を通過する⾃動⾞台数が⼤幅
に増加してしまい、当該道路は終⽇、横浜駅⽅
⾯、根岸駅⽅⾯とも交通渋滞になる虞れがありま
す。交通渋滞は⾃動⾞利⽤者だけでなく、バスも
交通渋滞で遅延しますのでバスでの通勤・通学者
にも悪影響を及ぼします。横浜駅根岸線（横浜駅
根岸道路）にバス専⽤レーンを設けることができ
れば、バスは交通渋滞から逃れることができるの
ですが、道路幅から考えて、横浜駅根岸線（横浜
駅根岸道路）にバス専⽤レーンを設けることは不
可能です。いずれにしても、現在居住している住
⺠に犠牲を強いての本再整備構想となりますので
絶対反対です。以上の通り、本再整備構想に反対
します。しかしながら、横浜市がどうしてもこの
まま押し切って本再整備構想の通り開発するので
あれば、せめて交通事情の悪化対策として以下の
⼿段を取ることを強く要望します。まずバスです
が、住宅地ゾーンの住⺠に対しては１０３系統や
２１系統の利⽤を前提とせず、病院や住宅地ゾー
ンとＪＲ根岸駅との間で新たなバス路線を設け
て、病院来院者や住宅地ゾーンの住⺠にはＪＲ根
岸駅を利⽤させるべきです。但し、ＪＲ根岸駅か

本市の考え⽅

No.

178

ご意⾒
ら不動坂を上ったところにある根岸旭台交差点
は、現在のままですと⼤型バスの左折が難しいと
思われます。したがって、根岸旭台交差点を改良
して、ＪＲ根岸駅から来たバスが左折できるよう
にし、上記の通り、バスの新路線により、病院来
院者や住宅地ゾーン住⺠をＪＲ根岸駅に向かわせ
る流れを作ることを強く要望します。また万⼀、
１０３系統を根岸台バス停から病院付近や住宅地
ゾーンまで延伸させるのであれば、まずは⼤規模
な増便を求めます。また１０３系統の全てのバス
を、病院付近や住宅地ゾーン始発あるいは終点と
するのではなく、例えば、便の半数くらいは現在
と同様に、根岸台始発あるいは終点とすべきと考
えます。また横浜駅根岸線（横浜駅根岸道路）の
交通渋滞を防⽌するために、国道１６号線や吉野
町駅⽅⾯への道路を新設し、⾃動⾞の流れをそち
らへ誘導することで、横浜駅根岸線（横浜駅根岸
道路）の交通渋滞を回避するべきです。繰り返し
になりますが、⼩⽣は、現在の良好な住環境に悪
影響を及ぼす本再整備構想に反対します。本再整
備構想が進められると、とても閑静で良好な住環
境が脅かされます。また交通事情の悪化等を引き
起こすなど、現在居住している住⺠にとって本再
整備構想はデメリットしかありません。現在居住
している住⺠に犠牲を強いての本再整備構想には
断固反対します。
磯⼦区育ちの市⺠です。当時の⽶軍キャンプ地に
は幼少期にハロウィンなどのイベントで⼊場した
こともあり、⾝近に感じておりますのでコメント
させていただきます。⼀⾔でお伝えしますと住宅
ゾーンは必要ないと思います。⾼齢化で建替、リ
フォーム改修をしていく中で、既存住宅街を活性
化させていく⽅が良いです。コロナ感染症対策が
キッカケになりリモートで仕事をされる⽅は地⽅
の住みやすい環境設備が整っているところへ移住
が進んでいます。崖地にわざわざ開発費をかけて
まで住宅地を作っても想定している⾼所得者は興
味ないと思います。⽂化芸術の発信地として、根
岸住宅地区の全体がアート美術館の屋外展⽰場で
あったり、横浜トリエンナーレの開場として若い
アーティストの活動できる環境として根岸住宅地
区を解放提供することで、展⽰を⾒に来る観光客
やみなとみらい地区と連携したバスツアーを企画
したりすることができると思います。急傾斜地を
⽣かした美術館の設計を計画していき、様々な世
代や⼈種の⽂化交流できる場として再考いただき
たいです。例えば敷地の中にたくさんのアート作
品が展⽰されることで鑑賞する⽅が多く横浜・根
岸に⽴ち寄っていただける⽅が地域活性化に繋が
ると思います。⾹川県の直島のように、横浜の根
岸の丘のいたるところでアート作品に出会えて、
近くの森林公園で散歩もできるなど、エリア全体
で⼤きな島のようなイメージで計画しても良いと
思います。駅まで歩ける距離または⼭奥、海・川
辺などの郊外でないと・・・新しく住宅街を作る
のは考えていただきたいです。コロナで全ての価
値観が変化しています。今までのような住宅地
は・・・⽂明開化の時代に横浜が最先端であった
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⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。 今回、公表した跡地利⽤基本計
画（案）は、まちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え
⽅を取りまとめたものであり、具体的な施設につ
いては、今後、詳細を検討していくことになりま
す。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
なお、現時点で、市⽴美術館の新設について計
画はありません。

No.
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ご意⾒
ように、情報発信地として⽂教ゾーンと森林公園
と連携して再考をお願いします。
医学部と病院を計画していくのは⼤変なことと思
います。様々なことが連携できる環境を整えられ
ていくことを望みます。

私は⻑年この近くに住んでおり、以前⽶軍の⽅が
居住されていたころ中に⼊れていただいたことも
ありこの場所独特のアメリカの⾵情を思わせる雰
囲気がとても印象に残っています。今は誰もいな
い廃墟みたいな場所になっていますが、アメリカ
の雰囲気漂う特別な住宅地域として、取り壊すこ
となく賃貸住宅など活⽤していただいたり、この
ままの状態で保存できる場所はぜひ市⺠や刊⾏者
が訪れるスポットとして活⽤していただけるとよ
いと感じています。⻑年この地域で育ってきた⾝
としては、⾮常に近くて⾮常に遠い場所という感
覚で、中に⼊れていただいた時に感じた⽇本と全
く異なる雰囲気が今でも覚えています。アメリカ
の⽅々が居住されていた住居も、⽇本ではあまり
⾒られない広々とした平屋物件で⾒た⽬も温かみ
のある住宅がたくさん残っており、できればこの
まま残していただき特別な賃貸物件として活⽤さ
れるとよいなと感じています。
南区中村町側から根岸競⾺場跡地のほうへ続く敷
地内の道路にかけて、住宅、アメリカの⽅々が集
っていた施設、ボーリング場などいろいろな施設
があったように覚えています。すべてを再整備さ
れるのではなく、この場所独特の歴史をこれから
も感じることのできるエリアとして検討されるの
はいかがでしょうか。

⾦沢区福浦にある市⼤病院には過去⼊院したこと
もあり、また近くの市⺠総合医療センターにもお
世話になってことがあります。今は新しい南区役
所がある場所に付属⼤学もありましたが、どちら
の病院も現在の施設が整備されてまだそれほど古
くはなく、現段階では他の医療施設と⽐べても⾼
度医療設備が整っている病院であるのは間違いな
く、今の場所から⼩⾼い⼭の上へ移設してしまう
と新たに交通環境を整えたり、現在のように最寄
りの駅から徒歩で⾏ける利便性もなくなり相当な
設備投資が必要になるのではないでしょうか。そ
れよりも市内に所在する他の⽼巧医療施設への設
備投資や、市⼤病院を中⼼として市内既存医療施
設との連携設備投資、また市内を流れる河川、公
共施設・機関等への設備投資を⾏う⽅がよい気も
致します。
現在作成されている⼟地利⽤計画で⽰される道路
計画は反対です。特に根岸森林公園と競⾺場跡地
の間に位置する⽶軍跡地に「主要な道路」は不要
である。現在⽰されるゾーニングは交通の利便性
を⾼めるという⽬的のみに対する計画としか⾒ら
れず、横浜の市⺠の憩いの場である公園の利⽤価

本市の考え⽅

⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考とさせていただき
ます。

森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。
現⾏施設の⽼朽化のみならず、狭あい化や同規
模２病院体制が抱える経営上の課題に対する対応
等も含め、⻑期的な視点から、今後の社会ニーズ
を踏まえた⼤学病院としての機能強化を図ってい
きたいと考えています。交通アクセスの課題ヘの
対応や、事業⼿法・事業費等の具体的な内容につ
いては、今後、検討していきます。

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま

No.

181

ご意⾒
値、環境配慮、住⺠環境への配慮が⽋けている計
画だと⾔え、これからの世の中が⽬指す社会、都
市計画に逆⾏しているのではないだろうか。現在
の公園利⽤者を⾒ても、多様な⽬的、例えば⽝の
散歩、ジョギング、ピクニックで訪れる利⽤者が
多く、横浜中⼼部近郊でありながら緑豊かで静か
で気持ちの良い森林公園であり続けるためにも、
⾞の通らない安全なジョギングコースや遊歩道、
公園拡張等を考慮した跡地利⽤計画してほしい。
利便性だけを求めるのではなく、⾃然環境を維持
し、横浜市の宝である森林公園の価値を⾼める計
画として⼟地利⽤計画の⾒直しを横浜市に強く期
待する。
多⼤な費⽤を掛けて病院を再建設する必要性はあ
るのであろうか？重要構造物として建設された病
院が耐⽤年数 30 年程度で劣化するとは思えず、
適切な維持補修をすることより現⾏の病院を残す
案の⽅が魅⼒的である。耐震基準が満たないので
あれば補強する案も有効ある。MM 地区に⾒る、
新しいビル、施設を乱⽴させ、古いモノを活⽤し
ない横浜市の計画には強い疑問を持っている。時
代が変化し、リモートで勤務することが推進され
る今後、都市⼀極集中の時代は近い将来変化が予
想され、現在保有する施設規模以上の必要性は感
じられない。また医療、福祉機能を中⼼部⼀か所
に集中させる案ではなく、横浜市全域に分散させ
る計画の⽅が横浜市⺠のニーズに合うと考える。
森林公園前に約 50 年住んでいますがこれ以上の
⾞の乗り⼊れは、不要と感じてます。道路や公園
らしい公園や施設はいりません。森林公園の良さ
がなくなります。そのようなご予算があるのなら
もっと他の事にお使い下さいませ。

不要です。
もっと街中に作って下さいませ。

182

・バス路線について
準主要道路を使⽤し、新住宅地区⇔⼤芝台⇔⼭元
町 2 丁⽬⇔元町⽅⾯（21 系統）や伊勢佐⽊⻑者町
駅、横浜駅前⽅⾯(103 系統)を経由するバス路線
やバス停の新設を期待したい。特に、現在⼤芝台
の準主要道路にある⽶軍住宅地区のフェンス付近
にバス停を設置してもらえると、⼤平町や簑沢の
住⺠も様々な⾯で利便性の向上が期待できるので
はないか。
・新住宅地区の環境⾯について
複数の公園の整備は賛成だが、緑地⾯積は広くと

本市の考え⽅
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。

現⾏施設の⽼朽化のみならず、狭あい化や同規
模２病院体制が抱える経営上の課題に対する対応
等も含め、⻑期的な視点から、今後の社会ニーズ
を踏まえ、⼤学病院としての機能強化を図ってい
きたいと考えています。市中⼼部を除いた郊外部
（６⽅⾯）に整備した地域中核病院やその他の地
域医療機関との役割分担等を踏まえ、今後、ハー
ド・ソフト両⾯から、再整備に係る具体的な内容
について検討していきます。

道路の整備については、道路ネットワークとし
ての役割と、建築敷地への接続道路としての役割
がありますが、当該道路はいずれにとっても必要
な道路として位置付けています。周辺住宅地の環
境や根岸森林公園の利便性、地区全体の交通環境
についても、⼗分に勘案しながら、今後、具体的
な検討を進めていきます。
また⾝近な公園については、本地区内の新たな
住宅地や周辺の住宅地の居住者に寄与するよう数
か所に分け、周辺地域の公園や緑地の配置状況
や、新たに整備する道路や公共・公益施設等との
位置関係を踏まえてバランスよく配置します。
根岸住宅地区跡地は駅からのアクセスが不便等
の課題はありますが、新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、現時点では最も有⼒
な再整備候補地と考えています。周囲の環境との
調和を⼗分考慮し、交通アクセスの課題への対応
など、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
住宅地等ゾーンについては、⾝近な公園を配置
していきますが、計画にあたっては、本地区内の

No.

ご意⾒
ってほしい。また、崖線の緑地に沿うような形で
⼀部に新たな森林を造るような緑を増やすさらな
る計画もほしいところ。みどり税を徴収している
のだから、積極的な緑づくりを期待したい。ま
た、昭和初期の地図を⾒ると、根岸台バス停の少
し先の⽶軍住宅地区内に川の源流があったような
ので、可能であれば掘り起こし、⽔場を活かした
公園を造る計画があってもいいと考える。

183

森林公園を家族全員でいつも利⽤させて頂いてお
ります。根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）内
の中で道路の部分について分りにくいのでお尋ね
したいのです。第⼆章跡地利⽤の考え⽅の中の(3)
道路に関してです。計画書の P41 図を⾒ますと⼭
元町⼝から現在封鎖されている⽶軍のマーケット
等があった地区を通る道路を⾞道にする、という
考え⽅であっててますか? ⼭元町⼝から森林公園
に向かう道路際の住宅は全て取り壊されているの
で、この道路が拡張され⼆⾞線の⾃動⾞道路とし
て旧⽶軍跡地内を突き抜けるのでしょうか ・・?
⼀⾒便利になりそうなのですが、旧⼀等⾺⾒所を
含むふれあい広場は芝⽣広場と⾃由に⾏き来して
静かで美しい景観を楽しむ⼈たちが⼤勢います。
⾞の来ない安全な場所で四季折々の景⾊や空間、
静けさを楽しんでおりました。本当に⽼若男⼥が
安⼼して憩える横浜市の誇る場所でありつつけて
欲しいと切に願います。 まずは分かりにくい道
路整備に関してご教⽰いただけたらと思います。
早期の返還と都市計画決定をしてください。

184

・幹線道路からのアプローチのための道路の拡幅
をセットで計画してください。
・⼟地利⽤計画について、病院再整備の候補地で
あるなら、「⽂教ゾーン」と「医療ゾーン」にし
た⽅が良い。
・市⼤と⼤学病院を核として、商業施設も備え
た、⽇本で初めての総合的なまちづくりをお願い
します。
・IR よりも根岸住宅跡地利⽤に⼒を⼊れてほし
い。
・開院まで 15 年は⻑い。10 年以内に再整備でき
るように頑張ってほしい。
・最⾼の機能と設備を備えて、市⺠が⾃慢の出来
る⽇本⼀の病院を作ってください。
・外来通院しやすいように⼯夫をお願いします。
・現⾏ 2 病院の跡には、⼩さくても良いので病院
を残してください。
今よりも外来通院がとても不便になると思いま
す。道路を広げて、駅直結のバス便を増やしてく
ださい。

本市の考え⽅
新たな住宅地や周辺の住宅地の居住者に寄与する
よう数か所に分けるなど、バランスよく配置する
とともに、主に公園、道路及び公共・公益施設で
は、積極的な緑化を図ることや、地区全体で連携
した緑の回遊空間の形成を図っていきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。頂いたご意
⾒については、関係部署で共有し、今後の検討の
参考にさせていただきます。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
道路幅員については、現時点では詳細は決まっ
ておりませんが、⼟地利⽤の特性に応じ、⾃動
⾞、⾃転⾞、歩⾏者それぞれについて、安全かつ
円滑で快適に通⾏できるよう、歩道・⾞道の幅員
や⾞線数を確保していきます。
主要な道路の整備については、第２章（３）ア
に⽰しているとおり、街路樹や植樹帯等を整備
し、景観や環境等に配慮した道路空間の創出を図
っていきます。

平成３０年１１⽉の⽇⽶合同委員会において、
返還時期については原状回復作業の進捗状況に応
じて協議する、とされていますが、本市としても
早期返還に向けて機会を捉えて国に働きかけてい
きます。また返還・引き渡しがなされた後、早期
の事業化のために都市計画決定については、スピ
ード感を持って取り組んでいきます。
道路の整備については、周辺住宅地の環境や根
岸森林公園の利便性、地区全体の交通環境につい
ても、⼗分に勘案しながら、今後、具体的な検討
を進めていきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。

ご要望の趣旨を参考に、今後、現⾏２病院の跡
利⽤や、再整備に係る具体的な内容について検討
していきます。

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。

No.

ご意⾒

185

追加要望です。ゾーニングにおいて公園拡張利⽤
となっているエリアに、既にある芝⽣や⽊々はな
るべくそのまま残していただけたらと思います。

186

基本的には賛成です。根岸森林公園に隣接する敷
地に居住しています。蓑沢側の⼩さい広場と、南
側の広い斜⾯の広場との間の道路は⼩さい⼦供の
⾏き来が多い場所です。今は⽶軍施設があり⾞両
の往来は出来ませんが、ここが開通すると⼦供が
絡む交通事故など⾮常に⼼配です。またこの道路
は以前は路上駐⾞がひどく(現在はバリケードで道
幅が狭くなり駐⾞⾞両はほぼありませんが)、これ
がまた元に戻ってしまう懸念もあります。横浜駅
根岸線からぐるっと公園の外を回って根岸住宅地
区にアクセスできるので、わざわざ公園を分断す
る道路を開通させる必要はないと思います。

187

⼤学病院の抱える問題点を知り、移転計画には賛
成します。ただ、斜⾯の地盤整備にかかる費⽤な
ど、通常の平地での⼯事とは⽐べ物にならない⼯
費が予想されるため、安全性と経済性のバランス
の取れた⼯法の取り⼊れなど、費⽤⾯で市⺠が納
得できる⼯夫が必要かと思います。
横浜⽣まれで現在⼭⾕に住んでいます。広⼤な芝
⽣に⽩いアメリカンスタイルの住宅が⽴ち並ぶ⾵
景は「横浜」の素敵なイメージです。（昔は各家
のイルミネーションや盆ダンスが楽しみでした）
この雰囲気は是⾮残してほしいと思います。
既存の家を活⽤した
・アーティストスタジオ（アート／⾳楽）
・IT 系スタートアップ企業のオフィス
・インディーズアニメ系スタジオ
・映像スタジオ（ポストプロダクション）
など、⽂化・技術発信と各分野が交わり、イノベ

本市の考え⽅
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
森林公園ゾーンについては、根岸森林公園を拡
張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などのゾーン
と⼀体的に利⽤できるようにするなど、利便性の
向上を図りつつ、周辺地域からのアクセス性を⾼
めていくことや、緑を増やしていくことで、公園
の魅⼒を⾼めていきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。頂いたご意
⾒については、関係部署で共有し、今後の検討の
参考にさせていただきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、本地区は、⼟地区画整理事業を基本とし
て事業化を検討していますが、当該事業で整備し
た道路は、公道となります。したがいまして、警
察と連携しながら道路の形状等、具体的な違法駐
⾞対策について検討を進めていきます。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地
区全体の交通環境についても、⼗分に勘案しなが
ら、今後、具体的な検討を進めていきます。
事業⼿法・事業費については、⼯期短縮、経費
節減、多様な財源確保を⽬指し、多⾓的に研究を
進めるなどし､再整備の具体化に向けた検討をと
りまとめ､｢再整備基本計画｣として､改めて市⺠意
⾒募集等を⾏っていく予定です。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考とさせていただき
ます。

No.
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189

ご意⾒
ーションを起こす「場」を作ってみたいと思いま
す。
また、周囲はシニア層も多く
・シニアワークショップ施設
・敷地を利⽤したウォーキング設備
と、
・障がいを持つ⽅の作業場
・⼦供の遊べる広場
などを併設し、寄り添えるコミュニティが良いと
思います。横浜市⺠が誇りに思え、且つ、新しい
⽂化、イノベーションが発⽣し、雇⽤・経済効果
にも派⽣するようなプロジェクトであってほしい
です。2 の市⼤の構想も含め全体を俯瞰で捉え、
相互の交流がイノベーションにつながることが必
要だと思います。
アクセスの課題が解決すればよい案だと思いま
す。徒歩者には稲荷坂がきついですが、上下エス
カレーター設置と、バス 11 系統他の増発と、敷
地内を通過する便の新設で解決すると思います。

１の案と含め横浜市から新しい「治療」
「未病」
の在り⽅を提案できると良いと思います。先端医
科学研究センター；●さんと交流があるのです
が、以前、こんなことができるといいねとお話を
してました。アートやデジタル技術、エンターテ
インメントが医療とかかわることで新しいイノベ
ーションを起こす。横浜にしかできないプロジェ
クトにしていただきたいです。
19 ⽇の住⺠説明会の意⾒です。新聞で⾒ました。
桜⽊町で若い⽅がスケトボードしていたとのこ
と。それはしょうがないと思う。森林公園の 103
系根岸台⾏通りのところを、⽶軍消防署通り横で
す、スケートボードの公園にするとよいと思いま
す。横浜は表げんかんなど海、⼭下町の所きれい
にして、裏のほうはどうでもよい 住⺠はそう⾒
えます。若い⽅のストレス、発散する所を作って
下さい。私は男⼦三⼈いますからそう思います。
⾃宅前が⽶軍住宅に横たわっていて、道路も⾏き
⽌まりになっている。根岸⽅⾯、滝頭⽅⾯に⾏く
にも⽶軍住宅が横たわっており、かなりの時間を
要する。また、⼭⼿⽅⾯にも⼀⽅通⾏の影響でか
なりの迂回をしなければ⾃宅に戻れない状況であ
る。今回の跡地利⽤には、しっかりと⽶軍住宅に
ぶつかって⾏き⽌まりになっている道路を解消し
てほしい。滝頭⽅⾯にも抜けられるような階段や
⾃転⾞が通れるような道路・歩道を整備してもら
いたい。
また、⽶軍住宅付近には商業施設がほとんどない
のでスーパーなどの商業施設を誘致してもらいた
い。

本市の考え⽅

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

本計画では、第３章２「道路」で⽰したとお
り、整備する道路は、主要な道路と⽣活道路を考
えています。また、第２章３（４）ア（イ）「避
難路の確保」では地区外の既存道路から地区内の
道路へつなぐことで避難路を確保することをお⽰
ししています。頂いたご意⾒も踏まえて、今後、
具体的な道路ネットワークについて検討を進めて
いきます。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会で共有し、今後

No.

ご意⾒
⾼齢者もかなり住んでいるので、根岸や桜⽊町、
横浜、上⼤岡⽅⾯などの主要駅とのバス路線の充
実をしてもらいたい。併せて、市営バスの⾞庫な
ども検討してもらいたい。

概ね、賛成です 学⽣や医療関係者などが来るこ
とにより街に活気が出ると思う。
。しかし、現在
⽶軍住宅は⼈も居ないのもあるがかなり静かなの
で、サイレンなどの部分だけは留意してもらいた
い。
また、周辺道路が狭いので稲荷坂、不動坂、横浜
根岸線などはできる範囲で改良をしてもらいた
い。

併せて、病院利⽤者のためのバス路線はしっかり
と考えてほしい。
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標記の件、市⺠として、特に⻑く近隣に暮らして
きた住⺠として意⾒提出致します。まず、横浜を
象徴する歴地地区である事を再認識した上で、そ
れを壊す事なく公園と⽂教地区を基軸としたまち
づくりに徹するべきと考えます。幕末からの歴史
に根ざし、先に変換された旧競⾺場が公園として
整備された 1970 年代を振り返り、より公園の価
値を⾼める事をまず⼀つの柱とする。そこに、世
界的な感染症に⾒舞われた今、⼤きな関⼼と期待
の向けられる医療や、未来を担う教育、研究施設
をもって世界に発信するというもう⼀つの柱を加
える。これに対して注意すべきは住宅地としての
再開発です。これだけのまとまった⼟地も⼀度細
かく切り売りした途端、もう半永久的に壮⼤な構
想は描けなくなります。⼈⼝減少かつ⾼齢化社会
が将来にわたる中、基本計画の⼟地利⽤計画にあ
る住宅地ゾーンの締める割合が多すぎる事に反対
です。これはかつての本牧地区の計画を彷彿と

本市の考え⽅
の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
周囲の環境との調和は今後検討を進めていくう
えで重要な視点と考えており、ご要望の趣旨を参
考に、今後、再整備に係る具体的な内容について
検討していきます。
根岸住宅地区のアクセスルートの⼀つとなる横
浜駅根岸線については、平成２８年３⽉に公表し
た「都市計画道路の優先整備路線」では、着⼿時
期未定としています。
しかしながら、⽶軍根岸住宅地区が返還され、
⼟地利⽤に変化があった場合などには、事業の進
捗に合わせて検討することとしています。
また、地区周辺の他の道路についても、事業の
進捗に合わせて必要な道路改良等について検討し
ていきます。
なお、稲荷坂については、その構造形態から拡
幅することは困難ですが、本地区に接する⼀部に
ついては歩道の整備等の改良を検討していきま
す。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。

No.

ご意⾒
し、本牧の現在を⾒る時、経年変化著しい家は⽬
⽴ち空き家も出てきており、これと同じ失敗を繰
り返すのは愚かです。住宅ゾーンを⽂教ゾーンか
ら北⻄側のエリアに絞るなど極⼒縮⼩して、先の
２⼤柱を中⼼に、みなとみらい地区の様に特徴あ
る地域を⽬指すべきです。
その中で、公園の整備について具体的な意⾒を述
べます。
①⼭元町４丁⽬バス停付近から根岸台バス停付近
までの準主要道路は不要
⽶軍によって分断さ
れた道路を踏襲すれば公園は⼀体化できない。横
浜駅根岸道路の整備で⼗分。緑道や遊歩道とし
て、緊急⾞両のみ通す程度に留めるべきである。
②現在解体中の①の道路脇マンション予定地には
反対
マンション１、２棟の為の道路とせず、
公園⽤地として取込み、緑道や遊歩道整備と共
に、公園の管理運営の為のバックヤード的な使い
⽅も有益だと考える。
③旧根岸競⾺場⼀等観覧席の修復保存への⼀⽇も
早い着⼿
建築としての価値も⾼く、⽇本初の
競⾺場であった歴史に相応しいもので、将来は公
園のシンボルとなり、市の財産になるのは明かで
ある。
④駐⾞場の整備 根岸森林公園の⼈気は⾼く、休
⽇の混雑ぶりは年々増している。公園拡張と南区
側からのアクセスも増加する事を念頭に駐⾞場の
確保が必須である。

そして、安⼼安全のまちづくりと根岸台バス停か
ら稲荷坂に続く主要道路が整備される事には賛成
です。この道路に⾯し根岸森林公園にアクセスの
良いエリアには、住宅地ではなく、沖縄県浦添市
の「港川外⼈住宅街」の様な⼩売など商業も可能
なゾーンを加えるのが良いと思います。ここに⽶
軍住宅があったという記憶を留められ、賑わいも
期待できます。合わせて、根強い⼈気のある旭台
の⽶軍の第五消防署も消防⾞と共に残したいもの
の⼀つです。最後に、隣接地には明治時代から続
く根岸共同墓地（旧相沢墓地）と寺々があります
が、このＶ字型のエリアを住宅地ゾーンとしてい
る計画には反対です。宅地として墓地に隣接する
のは難があり、前述した様に安易にマンションや
⼾建てにして将来スラム化でもすれば最悪です。
そこで樹⽊葬などを含む緑豊かな公園墓地として
の整備を是⾮検討すべきです。これは根岸共同墓
地と、⽂教地区との緩衝帯になる上、根岸森林公
園との⾕を挟んで向かい合う地域として、繋がり
もできます。加えて、根岸共同墓地には無縁墓も
多く、荒廃ぶりはこれ以上放置できない状況なの
で、これを機に整備するのが将来に問題を先送り
せずに済むと思います。横浜市⺠が誇れる計画に

本市の考え⽅

ご提案の場所の住宅地等ゾーンについて、具体
的な施設については今後詳細に検討していくこと
となりますが、全⾯を公園として整備することは
考えておりません。根岸森林公園に隣接する部分
については、根岸森林公園を拡張し⼀体利⽤する
ことで、公園の更なる魅⼒向上を図っていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。
墓地整備のご要望については、現在、本市で
は、（仮称）舞岡墓園の整備⼯事に着⼿し、旧深
⾕通信所において公園型墓園の整備を計画してい
ます。また、旧上瀬⾕通信施設では、整備を検討
する施設に公園型墓園を含め、⼟地利⽤検討を⾏
っており、現時点では、根岸住宅地区の跡地で新
たに市営墓地を整備する計画はありません。隣接
の根岸共同墓地については、ご意⾒を関係部署と
共有し、今後の参考にさせていただきます。

No.
191

192

ご意⾒
なる事を願います。
先⽇は、根岸住宅跡地利⽤計画の説明会を開催し
ていただき、ありがとうございました。その時い
ただいた計画(案)の最後のページに、今後のスケ
ジュールが記載されていました。病院の再整備で
は、もう⼀度「市⺠意⾒募集」がありますが、跡
地利⽤にはありません。跡地利⽤も、もっと周知
した上で、再度「市⺠意⾒募集」を⾏って頂きた
いです。ご検討よろしくお願いいたします。
・多くの⼈に開かれ活⽤でき、⾃然を⼤切にでき
る環境を。
・せっかくの広い⼟地を埋め尽くし⼈⼯的な街に
しなくてもいいのではないか。 元々は⼭、広い
⼟地の中に住宅、横浜は⼩道や路地も多い。⼭
⼿・みなとみらいだけに⽬を向けずに、泥臭さも
横浜のよさ、周辺の商店街や⼈々の声を聴きなが
ら繋がりを育み、暮らしの知恵、⽂化、歴史、地
形等からも学び⽣かしてほしい。
・既に住んでいる⽅々の意思を理解し尊重するこ
とは⼤切ではないか。
・⽂教ゾーンは必要ないと思う。その分、避難所
や交流の場を広くし活⽤した⽅がよい。将来的に
学⽣・学校が減っていくだろう。また、⼤学・病
院や研究施設等は、住宅地・公園に隣接してない
⽅がよい。更なる交通渋滞を招く。（四⽅の道路
幅考慮）
・防災・避難施設等。
⽔・⾷糧・燃料・必需品物資など充実した保管施
設、提供体制を備えておく場。ヨーロッパ等の避
難所を参考にし、施設を造る。
・交流の場・低額の宿泊施設等。
国内・国外の基地がある地域の⼈達や災害にあっ
た⼈達、様々な⼈達が交流でき、くつろげる場と
しての場所や低額の宿泊施設。また、
かまどやバーベキュー施設、テントが張れる場
所。
・畑・市⺠農園スペース。
グランドゴルフ、体操、スケボー、絵本の読み聞
かせ、ストリートパフォーマンス、野外シアタ
ー、メリーゴーランド（移動式もあり）スペー
ス。
プールはそのまま使⽤。⾵⾞⼩屋。
根岸森林公園を拡張賛成。従来の姿を⼤切にして
ほしい。⼭下公園、⽇本⼤通、港の⾒える丘公園
等の草花・庭園の様にはしないでほしい。どれも
以前の景観が美しかった。

・移転先候補案の再検討。他の場所でいい。
⼭ではなく、平地が良い。住宅地や公園に隣接し
てない⽅がよい。救急搬送時に道路が渋滞する。
（四⽅の道路幅考慮）通院・通学・通勤時も同

本市の考え⽅
跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。また、今後、環境影響評価や
都市計画⼿続き等、跡地利⽤を具体的に検討して
いく段階で説明会等を⾏いますので、その際にご
意⾒をお寄せください。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
なお、地域の課題である広域避難場所の継続に
ついては、市⼤医学部等が整備されれば、広域避
難場所として指定することを想定しています。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。

森林公園ゾーンについては、根岸森林公園を拡
張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などのゾーン
と⼀体的に利⽤できるようにするなど、利便性の
向上を図りつつ、周辺地域からのアクセス性を⾼
めていくことや、緑を増やしていくことで、公園
の魅⼒を⾼めていきます。
なお、今回公表した跡地利⽤基本計画（案）
は、まちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取り
まとめたものであり、具体的な施設については、
今後、詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
根岸住宅地区跡地は駅からのアクセスが不便等
の課題はありますが、新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、現時点では最も有⼒
な再整備候補地と考えています。周囲の環境との

No.

ご意⾒
様。30 年前、なぜ浦⾈から福浦に移転したのか。
学⽣のうちから、便利より不便もある中で⼼を研
くことも⼈材育成の⼀つと思う。
・病床
⾼度急性期病床数は、いざという時の為に減らさ
なくてもいいのではないか。
・低額の宿泊施設
敷地内若しくは近隣に、難病や遠⽅から来られる
⽅々の本⼈・家族が泊まれる低額の宿泊施設を。
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根岸森林公園の近隣住⺠ですが、公園内に新しく
道路を作ることは、全くもって、必要ないと思い
ます。この道ができることで、誰が便利になった
り、この道を多く利⽤するかということを考えて
も疑問です。静かな住宅エリア、⼦ども達が楽し
んでいる豊かな⾵景、海外の住宅地のような⼈と
緑との気持ちの良い混じり合い、現在のこのエリ
アにある特有の空気感は、歴史がもたらしたもの
でしょうが、現在のこの良い状態をわざわざ壊さ
なくても良いのではないでしょうか？⻑い間、放
置されたような状態が続き、いきなり決定したか
のように、ことを前に動かそうという姿勢に、疑
⼼暗⻤でなりません。

また、意⾒をきく期間がたった 1 ヶ⽉間。そし
て、周辺住⺠や、公園利⽤者にも、この計画は周
知されておりません。そう⾔った状態で前に進む
ということは、沖縄基地への反対活動などに進む
可能性があります。きちんとした、対話と、説
明、そして双⽅がある程度納得した形で前に進め
てもらいたいです。現時点では、この計画には反
対です。

この規模の病院ができることによって、良いこ
と、そうではないことを明確にしてください。社
会学者や環境に詳しい専⾨家などが、どちらの⽴
場でもなく、きちんと「この場所に⼤学病院がで
きるということ」を説明してもらいたいのです。
また、救急も受け付けるのか、その場合、周辺住
⺠への問題はどのように考えているのかなど。病

本市の考え⽅
調和や病院利⽤者等の利便性等を⼗分考慮し、交
通アクセスの課題に対する対応など、今後、再整
備に係る具体的な内容について検討していきま
す。また、病床数については感染症の⼤流⾏等、
想定を超えた事態に対応できるゾーニング・設備
を備え、⼗分な医療機能の継続性を確保すること
を前提に、今後、供給過剰が⾒込まれる⾼度急性
期病床数を⾒直し、1000 床程度を基本に、今
後、全市的な機能別病床数の推計等を踏まえ、経
営的な視点をもって、更に精査を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
また、根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）の
作成にあたっては、平成２４年度から地権者で構
成される協議会で検討を重ね、途中段階で区連
会、連合町内会定例会等にご報告させていただき
ながら、計画の検討を進めてきました。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
本再整備構想案は今後、再整備の具体的な検討
を進めていくうえで、その柱となる「再整備のコ
ンセプト」や「再整備の⽅向性(運営体制、病床規
模、再整備の対象施設、再整備候補地等）」の基
本的な考え⽅をまとめたものです。
今後、具体的な検討を進め、「再整備基本計
画」として、改めて市⺠意⾒募集等を⾏っていく

No.

194

ご意⾒
院＝それなら仕⽅ない、とか、病院＝いつかお世
話になる、と⾔ったことが⼤前提でみなさん、具
体的なイメージもできない中で、良いんじゃない
って思われるかもしれません。⾏政は、今後のト
ラブルを避けるためにも、きちんと、いろいろな
可能性を模索し、そして説明をあらゆる⾓度から
してもらいたいです。病院建設については、情報
がなさすぎて、わかりませんというのが私の意⾒
です。
新しい道の計画について反対です。必要ないで
す。森林公園で遊ぶ、⼦ども、⽝、豊かな⾃然を
楽しんでいる⽼⼈や若者。みんなこの公園の静か
さ、気持ち良さが⼤好きです。壊さないでくださ
い。よろしくお願いします。

わかりません。病院ができたら、どうなるのか。
イメージできないです。
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素晴らしい⾃然と、素晴らしい景観。そもそも、
横浜の中⼼エリアに、あそこまでの丘が豊かな表
情で残っているのは奇跡です。そう考えると、あ
そこに新設しようという考えよりも、世界中に誇
れる丘を作ろうとか、そういう考えにはならない
でしょうか？スペースが開いたら、すぐに埋め
る。そういう考えが結果的に、⼈を時間や物質的
ストレスに追い込んでいると思います。豊かな空
間を、みんなが使えるようになるなら、その豊か
な場所をキープして、横浜が世界に誇れる丘を作
るのはどうでしょうか？ ⼈々が健康になれ、⼤
⼈は⾃分らしくなれ、⼦ども達は、その丘から夢
を⾒ます。そう⾔ったものを、作るのではなく、
促すというような計画にはならないでしょうか？
時代は何を求めているのかを本当の意味で考えて
もらいたいです。お願いします。
地域ボランティアセンター(⺟⼦家庭⽀援、⼦ども
⾷堂、フードバンク、などの活動拠点)

特にありません。

本市の考え⽅
予定です。

道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
本再整備構想案は今後、再整備の具体的な検討
を進めていくうえで、その柱となる「再整備のコ
ンセプト」や「再整備の⽅向性(運営体制、病床規
模、再整備の対象施設、再整備候補地等）」の基
本的な考え⽅をまとめたものです。
今後、具体的な検討を進め、「再整備基本計
画」として、改めて市⺠意⾒募集等を⾏っていく
予定です。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を
策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。

今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
計画の着実な推進に努めます。

No.

ご意⾒
絶対反対です。
現在、市⺠総合医療センターへ定期的に通院して
いますが、駅からの⾼低差を含めたアクセスの⾯
で、現在より⼤きく悪化することが第⼀の理由で
す。平⾯図のみの検討でアクセス良好としていま
せんか？その上、ハード的に⽼朽化などしていま
せん。⼗分新しいですし、もっとひどく⽼朽化し
た⼤学病院はたくさんあります。今で⼗分じゃな
いですか。どうしてお⾦をもっと有効活⽤しよう
としないのですか？どうして決して古くはない市
⼤病院や医学部を近いうちに移転させなければな
らないのですか？とにかく絶対反対です。そこに
かかる患者のことをもっとよく考えてください。
よろしくお願いいたします。
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根岸森林公園は特別な公園です。その公園に何か
⼿を加えるなら、世界で活躍するアーティスト
や、建築家、エコロジカルなデザイナー達に、意
⾒を求めてください。そういうやりとりがないま
ま、公園内に道路を通すとか、乱暴なことをする
ことはやめてください。素晴らしいこの地域をも
っと美しく、気持ちよく、センスあふれるものに
していただけるアイデアを多く求めてもらいたい
です。

医療機関だからといって、良いことばかりかとい
うとそうではないでしょうから、きちんと情報公
開してください。また、そもそもここに病院が必
要かというと、必要ありません。⼤学病院は、研
究期間でもありますから、地元の⼈にとっての医
療機関ではありません。おそらく、ここで死ぬこ
とはできませんし。それよりも、もっと豊かなア
イデアを求めて、みんなで作っていく⽅が横浜ら
しいです。横浜が好きで、また根岸が好きなの
で、とても良い⽅向に持っていってもらいたいで
す。病院建設は、別の場所でいいです。カジノが
無くなったなら、そこでもいいでしょう。。
。利権
などに左右されず、素晴らしい横浜づくりを期待
します。
駅から現実的な徒歩圏内でないのは不便

税⾦の使い道は違う形にした⽅が良いかと思われ
ます。今はコロナの影響で市⺠の⽣活を守ること
が優先だと考えます。コロナが終息し経済活動も
元通りになった時に財源を改めて確保した上で⾏
った⽅が好ましいです。

本市の考え⽅
市⺠総合医療センターについては、本館は築 20
年程度ですが、本館に隣接し、主要な⼿術室を備
える救急棟については築 30 年を超え、⽼朽化や
狭あい化が顕著となっています。病院等⼤規模医
療施設の整備は、通常、検討開始から事業完了ま
で 10 年以上を要する事業であり、それまでの間
も⽼朽化等が進⾏します。
こうした課題に加え、同規模２病院体制が抱え
る経営上の課題に対する対応等も含め、⻑期的な
視点から⼤学病院としての機能強化を図っていく
ため、⼤学病院を１病院に集約する再整備につい
て検討を進めていきたいと考えています。
引き続き、交通アクセスの課題への対応など、
今後､再整備に係る具体的な内容について検討し
ていきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
森林公園ゾーンについては、根岸森林公園を拡
張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などのゾーン
と⼀体的に利⽤できるようにするなど、安全性や
利便性の向上を図りつつ、周辺地域からのアクセ
ス性を⾼めていくことや、緑を増やしていくこと
で、公園の魅⼒を⾼めていきます。
根岸住宅地区跡地は駅からのアクセスが不便等
の課題はありますが、新病院等に求められる⼟地
の条件を概ね満たしており、現時点では最も有⼒
な再整備候補地と考えています。周囲の環境との
調和を⼗分考慮し、今後、具体的な検討を進め、
「再整備基本計画」として、改めて市⺠意⾒募集
等を⾏っていく予定です。

根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
⼟地区画整理事業は、単に⼯事をするだけでな
く、⼟地の権利を交換・分合する事業であるた
め、地権者との合意を得ながら進めていく必要が
あります。また 43ha もの広⼤な敷地における⼤
規模な⼯事となり、様々な法定⼿続きが必要なこ
とから、まちの概成までには 10 年から 15 年は必

No.

ご意⾒

上記同様で、先ず数年は市⺠の⽣活を守ってくだ
さい。ここにお⾦を使う必要性がないです。数年
は税⾦を市⺠や既存の医療機関に当てるべきで
す。
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私は，静かな環境で⽣活したいと考えて⻑年根岸
森林公園近くに居住している．現在，根岸森林公
園周辺の緑豊かな環境に囲まれて静かに⽣活でき
る幸せを感じている．しかし，開発によって⼤型
⾞両が通り抜けるようになると，安全が脅かさ
れ，騒⾳被害が⽣じ，安⼼して⽣活できる環境で
はなくなってしまう．現状の安全と静かさを保つ
よう，切に願う．もし，計画にあるように進める
にしても，南側の道路だけあれば⼗分で，北側の
根岸森林公園内を通る道路は不要であると考え
る．
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基本計画案に⼤きく反対する意⾒はございませ
ん。ただ、現存する古い建造物の歴史的価値を踏
まえ、保管・保存の計画も進めていただきたいで
す。近年、横浜市内にある倉庫や近代建築がどん
どんなくなっていることもあり、そういった歴史
的建造物のある⾵景に惹かれて都内から転居して
きた⾝としては⾮常に残念に感じております。⼤
きいだけの無個性なビルばかりできることに危機
感も感じています。保存にコストがかかることは
承知しておりますが、他地域とは違う横浜の個性
ともなっている建物をなくしてゆくことは、将来
に渡り貴重な資料にもなるであろう財産を、⾃ら
壊してゆくことでもあると思います。
映画の舞台になったり、周辺住⺠にとってランド
マークでもあった根岸競⾺場⼀等観覧席跡に関し
ても、⼗分な配慮や保存措置が講じられることを
望みます。
病院等の再整備構想についても反対はございませ
ん。個⼈的には、少⼦⾼齢化の現在、あらたな⽂
教地区を整備することよりは、どのような境遇に
あっても、収⼊がどんなに違っても、誰もが等し
く医療や教育を受けることのできるあたたかい市
政であってほしいと思います。
〇電柱の地中化(無電柱化)を再開発エリアで⾏
う。この位の機会でないと実施できる機会はない
と思われます。
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本市の考え⽅
要になると考えており、現時点で出来ることは進
めていきたいと考えています。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、市⼤ 2 病院については求められる役割をしっ
かり果たしていきます。⼀⽅で、中⻑期的には現
⾏の医学部・附属２病院等が抱える課題の抜本的
な解決、医療を取り巻く環境の変化へ適切に対応
し、引き続き、市⺠の健康と命を⽀える「最後の
砦」の存在としてあり続けるため、再整備が必要
と考えています。病院等⼤規模医療施設の整備
は、通常、検討開始から事業完了まで 10 年以上
を要する事業となります。事業⼿法・事業費につ
いては、⼯期短縮、経費節減、多様な財源確保を
⽬指し、多⾓的に研究を進めるなどし、ご要望の
趣旨を踏まえ、今後,具体的な検討を進めていきま
す。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、森林公園ゾーンに配置する主要な道路の
計画にあたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所
などのゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞
両の動線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確
保と回遊性の向上を図ることが必要であると考え
ています。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本
計画 P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地
に記載している表現を修正します。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。

旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
無電柱化については、第２章（３）アに⽰して
いるとおり、無電柱化を積極的に推進していくこ
ととしています。

No.

ご意⾒
〇「焼⾁５番街」から根岸台バス停留所までの区
域に「主要道路が開通する」事には反対します。
現在「焼⾁ 5 番街」からの上り坂は道路を鉄パイ
プで狭め、路上駐⾞ができない様に対策を⾏政側
がされてますが、「主要道路」とは道幅のある道
路となるので、根岸台バス停までが広範囲に路上
駐⾞対策をしなければいけない道路となってしま
います。それは現在の状況を⾒ても明らかです。
よって「主要道路が開通する」計画に反対しま
す。旭台消防署から根岸台バス停留所は４⾞線分
の道路が整備できるスペースが⼗分にあります。
現⾏の２⾞線道路の位置に拡張ではなく、もっと
かなり公園側に寄せて４⾞線の道路を設ける事に
より、隣接する近隣住⺠に配慮する事もできるか
と思います。

〇根岸台バス停留所に隣接する⽶軍共有スペース
にあるプールについては再整備後に地域住⺠に開
放される事を期待します。
「今あるものは全て壊
す」と伺って」ますが、⼩規模な市⺠プールを地
域住⺠としては期待したいです。

〇根岸森林公園については幼稚園、保育園、学校
やボーイスカウト等の⻘少年少⼥育成⽬的での公
園受け⽫機能強化を希望します。具体的には図書
館、本牧⼭頂公園で導⼊している BBQ やキャン
プ場運営、ログハウス、簡易宿泊施設です。また
グランピング場などもあると更に公園の魅⼒が⾼
まり、地域経済活性となると思います。道路では
なく、緑地あふれる⾃然の中でのんびりと⼈の交
流を活性化させるエリアであるべきです。シニア
の憩いの場としての機能強化も時代のニーズに合
っていると思います。
〇今回の意⾒募集はかなり意識⾼い⼈と、⾃治会
役員程度しか知れ渡っておりません。明らかに周
知不⾜です。つきましては、今回はあくまで第１
回⽬であり、今回のみで⼗分に住⺠意⾒を集め終
えた、とはならないと考えております。

本市の考え⽅
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地
区全体の交通環境についても⼗分に勘案しなが
ら、今後、具体的な検討を進めていきます。
本地区は、⼟地区画整理事業を基本として事業
化を検討していますが、当該事業で整備した道路
は、公道となります。したがいまして、警察と連
携しながら道路の形状等、具体的な違法駐⾞対策
について検討を進めていきます。また、道路幅員
については、現時点では詳細は決まっておりませ
んが、⼟地利⽤の特性に応じ、⾃動⾞、⾃転⾞、
歩⾏者それぞれについて、安全かつ円滑で快適に
通⾏できるよう、歩道・⾞道の幅員や⾞線数を確
保していきます。
森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。
なお、今回公表した跡地利⽤基本計画（案）
は、まちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取り
まとめたものであり、具体的な施設については、
今後、詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。

No.

203

ご意⾒

芸術都市横浜らしく、陶芸⼯房など芸術⽂化施設
の設置を切に願います。

近隣在住のため、住⺠説明会を開催して頂きたい
です。
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市⺠の⾃然との共⽣を図るため、⾃然公園を作
り、川遊びエリア、釣り堀、バーベキュー場、キ
ャンプ場を設置。災害時の避難場所としても活
⽤。

近くに⼤規模病院もあるので、⼤規模災害時に野
営病院にも。

公⽴病院は地域に必要。アクセスが悪い地域なの
で、特に⾼齢者の⾏き来に市営バスやタクシー以
外の新たな移動⼿段を考えて頂きたい。

本市の考え⽅
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。
また、今後、環境影響評価や都市計画⼿続き
等、跡地利⽤を具体的に検討していく段階で説明
会等を⾏いますので、その際にご意⾒をお寄せく
ださい。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
本再整備構想案は今後、再整備の具体的な検討
を進めていくうえで、その柱となる「再整備のコ
ンセプト」や「再整備の⽅向性(運営体制、病床規
模、再整備の対象施設、再整備候補地等）」の基
本的な考え⽅をまとめたものです。
今後、具体的な検討を進め、「再整備基本計
画」として、改めて市⺠意⾒募集等を⾏っていく
予定です。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
なお、公園については、緑に親しむなど誰もが
快適に過ごせる環境や、⼦供の遊び場の確保を⽬
指すとともに、地区内外の市街地の防災性向上に
も寄与できるよう配慮していきます。
また、根岸森林公園に隣接する部分について
は、根岸森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、
公園の更なる魅⼒向上を図っていきます。
再整備を⾏うことで、ハード・ソフト両⾯にお
いて、⼤学病院としての機能強化を図り、市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦として、緊急事態にも
迅速・的確に対応しうる病院にしていく必要があ
ります。ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に
係る具体的な内容について検討していきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。

No.
205

ご意⾒
1. この意⾒募集について中学の友達は全然知りま
せんでした。もっとしっかりお知らせされた⽅が
いいと思います。森林公園にも⼤きな看板で案内
してくれないとほとんどの⼈は知らないと思いま
す。

2. ⼩さい⼦供から⽼⼈までがスポーツやのんびり
する森林公園に⼤きな道路があると緑豊かな場で
は無くなってしまうと⼼配しています。
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このコロナ禍、もっと医者や看護師をたくさん育
ててほしい。
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私には根岸森林公園には凄い思い出があります。
⼩さい頃はえんそくや障害者なのでいじめられ
て、お⾺さんが好きな私を⺟親がいつも付き添っ
て慰め込みの出来たばかりの⾺の博物館に連れて
きてもらい根岸駅側でご飯を⾷べて帰りました。
⼾塚に住んでいて祖⽗が⼾塚競⾺場と横浜競⾺場
の話を沢⼭してくれて、それも⼤事な亡くなった
祖⽗の思い出です。⼾塚競⾺場後は何もなくなり
横浜競⾺場は⼀等⾺⾒所の側で今もですが⾟い時
悲しい時ポニーセンターに⾏って⾺⾒所の前で涙
を流しながら、希望に薄いですがまた明⽇頑張ろ
うと⾏ってます。なのであの辺の景⾊が変わるの
は精神的にキツいです。家の側も景⾊が変わり住
んでいたくなくなります。そして今は旧根岸競⾺
場保存活動に参加してどうにかあの景⾊、建物を
無くならないように出来ないか話し合ってます。
アニメ未来へのみらい みらいちゃんもあの地は
思い出になって、それを観た私を始め、未来への
希望をもつ⼦供達も親になり語り継ぐでしょう。
⻑くなりましたが是⾮、どうか⾚レンガの様に再
建し、⾚レンガで開催されたホースメッセをその
綺麗になった⾺⾒所で毎年開催される事を願いま
す。横浜市は⾺⾞道を始め⾺洗橋、沢⼭の形跡が
沢⼭あります。オリンピックにヨーロッパの⽅が
来たら喜ぶだろうし、アメリカの⽅々も旧根岸競
⾺場の設計者モーガンの形跡が残るのを喜ぶでし

本市の考え⽅
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
市⼤は⼤学病院として、⾼度な知識・技術を備
えた⼈材（医師・看護師）を市内医療機関へ供給
し、地域全体の医療の質を向上させる役割を担っ
ています。再整備を通じて、⻑期的な視点から⼤
学病院としての機能強化を図っていきます。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。
旧⼀等⾺⾒所については、根岸住宅地区隣接の
施設ですので、頂いたご意⾒を関係部署で共有
し、今後の検討の参考にさせていただきます。

No.
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ご意⾒
ょう。間違った意⾒だったら⼤変申し訳御座いま
せんが、⼀つの案として話が進んでくれる事を⼼
より祈っております。コロナ禍の中⾊々⼤変でし
ょうが無理せず、朝晩の冷え込みが厳しくなって
まいりましたが体調管理にはお気を付けください
ませ。
24 時間 365 ⽇営業する病院を作って欲しい。寮
や医者の住宅も作り、夜間に⼿薄になることがな
いような病院を作ってほしい。
これからの病院は、⼈⼯知能が⼗分活躍するスマ
ートホスピタルが中⼼になる。そのようにしなけ
ればいけない。整備費⽤も莫⼤になると思うが、
⼈のランニングコストの⽅が⾼いはず。スマート
ホスピタルの⽅が安く上がるはずである。⾦額だ
けの問題ではないが、⾏政投資は⼤きな課題であ
る
再整備するのはいいが、⾏政は運営から⼿を引く
べき。⺠間の病院のほうが、どこもきれいだし、
待ち時間も少ない。公は病院運営から⼿を引くべ
きだと思う。公務員が何かやってもうまくいかな
い。
賛同します。

考慮してほしい点は、交通については交通量が増
えない⼯夫です。基本的に、公共交通機関と当該
住⺠の⾞両以外が通れないようにすることを原則
にしてはどうでしょうか？ せめて、上記⾞両の
専⽤レーンと⼀般⾞両のレーンは別々にし、後者
は海外でよくみられる”ＢＵＭＰ”を作るなどの⽅
策は不可⽋と思います。

将来的には、デジタルやカーボンフリーな技術を
活⽤して環境保全に関し、きちんとコントロール
された先進的な地域としてほしいところです。

賛同します。

１とも関連しますが、病院へのアクセスコントロ
ールにはデジタルを駆使して、病院運営に不要な
交通が増えない⼯夫を希望します。基本はカーボ
ンフリーの公共交通機関のみで、バス便は循環路
線型で複数の鉄道駅からアクセスできる形が望ま
しいと思います。

本市の考え⽅

地域医療機関との役割分担を踏まえ、公⽴⼤学
病院として求められる役割を精査し、今後、再整
備に係る具体的な内容について検討していきま
す。
社会情勢を捉え、医療サービスの⾼度化・先進
化と、更なる業務の効率化に向けた取組は必要と
考えています。ご要望の趣旨を参考に、今後、再
整備に係る具体的な内容について検討していきま
す。

再整備のコンセプトとして、病院利⽤者に安⼼
感を与える診療環境を整備し、適切な医療サービ
スの提供を図ることを掲げています。ご要望の趣
旨を参考に、今後、再整備に係る具体的な内容に
ついて検討していきます。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、交通量が増えない⼯夫については、頂い
たご意⾒を踏まえ、今後の検討の参考にさせてい
ただきます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで

No.

212

ご意⾒

病院に⽤がある⼈しか通⾏をさせないアクセスコ
ントロールと病院内での⼿続き（初診・再診・⼊
退院・⾯会等々）とも連動させてどうでしょう
か？ 全国の⼤型病院の⼿本となり、今後の横浜
市⺠に喜ばれるような先進的かつユーザーフレン
ドリーな仕組みで運営してほしいと思います。
住宅地は、関内等の⼟地所有者の換地に使えない
か。横浜の都⼼部を強化することは横浜市の悲願
である。根岸は正直中途半端。関内周辺などで、
区画整理や再開発など、仕組みはわからないが、
新たな開発を⾏うこととし、換地として根岸住宅
地区を使えないか。既存のまちづくりの制度を超
えたことができないか。
病院には、基本的には来たくて来てる⼈はいな
い。前向きな気持ちで来る⼈は少なく、基本、後
ろ向きな気持ちで来る場所だと思う。確かに多く
の集客は⾒込めるが、病院をまちづくりの核とし
ようというのは、根本的に無理がある話だと思
う。

213

基本的には技術はすぐに古くなる。常に最新の医
療ができるよう、設備は機器は⼗分考えて導⼊し
てほしい。

214

こんにちは。私は現在、根岸森林公園の近隣に住
むようになり７年になります。つい先週、根岸住
宅地区跡地利⽤基本計画（案）の事を知り、基本
計画を拝⾒させて頂きました。ついに⽶軍根岸住
宅地区がオープンになる！と聞いて、期待を寄せ
ていたのですが、企画書を拝⾒させて頂き、疑問
点も出てしまったのでこちらに書かせて下さい。
基本計画書に「地域の活性化を図るための魅⼒的
なまちづくりの実現に向けて」との記載があり、
研究施設やアカデミックな拠点としても考えてら
っしゃる事が拝⾒できました。そちら多いに応援
したい気持ちです。けれども、医療に関しまして
はおそらく新しい拠点が必須なエリアではなく
（近隣に⼤⼩様々な病院があります。）ましてや
主要道路を新しく設ける必要が出てくる開発とな
ると、静かな環境を求めて、こちらに住む選択を
されている近隣住⺠にとっては残念な想いをされ
る⽅々、⼤勢いらっしゃると思います。救急⾞が
頻繁に通る事など想像したら⾔葉が出ません。
。
事実、私⾃⾝も東京の喧騒から少し離れ、⽣命豊
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きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
なお、ご要望の趣旨を参考に、今後、⼤学病院
等の再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に係る具
体的な内容について検討していきます。

⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の⼟地は、１／３が個⼈がお持ちの⼟地
であり、戦後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤
する制限を受けてきた地権者の⽅々の想いなど、
様々な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画
（案）として基本⽅針をまとめたものであり、地
区外の⼟地との換地を⾏うことは困難です。
跡地利⽤基本計画（案）の第２章１まちづくり
の全体像、２まちづくりのテーマとコンセプトに
おいてお⽰しているとおり、地権者の⽅々が⻑期
間に渡って議論してとりまとめた「まちづくり基
本計画（協議会案）
」に、地区が抱える課題や地
区が抱えるポテンシャル、企業等へのヒアリング
結果等の様々な状況を勘案して、まちづくりのテ
ーマやコンセプトをまとめています。
また、本計画では、⽂教地区や公共・公益施設
の誘致を⽬指すこととしており、横浜市⽴⼤学医
学部・附属２病院等の再整備の最有⼒候補地とな
っています。
今回の再整備のコンセプトとして、他の医療機
関では対応が困難な重症患者や、希少疾患・難治
性疾患等の患者を救うため、最先端医療機器の導
⼊や⼿術室の⾼機能化を図るなど、⾼度かつ専⾨
的・先進的医療を提供することを掲げています。
⼤学病院としての役割をしっかり果たすことがで
きるよう、ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備
に係る具体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
なお、周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便
性、地区全体の交通環境についても、⼗分に勘案
しながら、今後、具体的な検討を進めていきま
す。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、根岸
住宅地区の１／３は⺠有地であることなど、様々
な状況を勘案した結果、跡地利⽤基本計画（案）
として基本⽅針をまとめたものです。
また、背景・⽬的にお⽰ししているとおり、戦
後 70 数年に渡り、貴重な⼟地を使⽤する制限を
受けてきた地権者の⽅々の想いを汲み、地権者の
意⾒を尊重するとともに、本市としても本市及び
本地区が抱える課題や可能性に鑑み、本計画案を

No.

ご意⾒
かな⾃然環境を探している中で根岸森林公園の事
を知り、こちらに移らせて頂きました。こちらに
移らせて頂いて７年⽬になりますが、樹⽊や⿃類
を始め多様さを増していく⽣命、毎年新たなる魅
⼒と癒しを与えてくれるこの公園に感謝と喜びが
溢れます。春と夏はいつも賑わっている公園です
が、ここ３〜４年は年々、来園者が増えていま
す。メディア関係者、SDGs やエコロジープロジ
ェクトに携わる⽅からの注⽬の声やメッセージを
頂く機会も多く、近隣住⺠として⼤変嬉しい気持
ちにもなるのですが、開発の規模によっては引き
起こされる公園内混雑に懸念があります。コロナ
⾃粛期間中に関しましては朝は近隣の⽅がワーク
アウトに使っており、お昼からはお⽗さん⽅がデ
ィスタンスを保ちながらパソコンワーク、時には
隣で⼦供を遊ばせながらお仕事なさっていまし
た。多くの家族の救いの場となってるのを⽬にし
て近所のみなさんでその景⾊を⾒て感動したのを
覚えています。コロナが治ったとしても、このよ
うなパンデミックはまた起きるかも知れません。
パンデミック、気候危機（温暖化）を考えてもよ
り⼈が密集する開発よりも、緑を広げながら、横
浜市の⾃給率も上げながら、都会の中から⾃然と
の共⽣を牽引するモデルタウンを⽬指す事は考え
られませんでしょうか。横浜市はアートシティと
しても世界的に注⽬を浴びていますよね。元町や
本牧あたりには世界的に活躍されているアーティ
ストの⽅々が多くいらっしゃいます。アートとネ
イチャーは親和性も⾼いので（神奈川県内ですと
⼩⽥原「彫刻の森」のような）横浜美術館を始
め、⾺⾞道や元町のギャラリーとも⼿を取り合い
ながら他の国内都市には築けないような感度の⾼
い未来都市を築ける選択肢があるように感じてい
ます。
・現計画よりも広い公園ゾーン・野外展⽰
もできるような現代美術館・美術の研究施設・海
外の森や⼭にあるような 世界基準のグローバル
なアーティストレジデンス・カフェ併設の図書
館・地域住⺠のコンポスト（⽣ゴミを堆肥へと循
環させたもの）の受け⽫としても機能する畑&地
域共同管理型のファーム・ハーブや漢⽅、果物な
ど⾷べれる植物が沢⼭育ち、来園者にとっても知
識にもなるようなメディカル植物園。・地産地消
の有機野菜や横浜プロダクトが並ぶようなマルシ
ェスペースやマーケット建築物は廃材を積極的に
使⽤し、⾃然エネルギーが循環⾬庭やルーフトッ
プファームなどを取り⼊れ、エコロジカルでサス
ティナブル、元競⾺場の歴史も持つ根岸森林公園
から広がるビオトープがさらに⾃然豊かで美しい
⽂化として残ってゆくような未来的な町を希望し
ます。以上、⻑くなって⼤変申し訳ありません
が...今⼀度、⾃然豊かな環境を活かし、現在の公
園や住環境を損なう開発は避けるご検討をして頂
きたく思います。
そして住⺠説明会の開催をよろしくお願い致しま
す！
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策定しました。
このような背景があるため、⽂教ゾーンには国
有地を集約し、森林公園ゾーンも国有地を使⽤し
ますが、住宅地等ゾーンは概ね個⼈が所有する宅
地となります。
根岸森林公園に隣接する部分については、根岸
森林公園を拡張し⼀体利⽤することで、公園の更
なる魅⼒向上を図っていきます。また、住宅地等
ゾーンについては、⾝近な公園を配置していきま
すが、計画にあたっては、本地区内の新たな住宅
地や周辺の住宅地の居住者に寄与するよう数か所
に分けるなど、バランスよく配置します。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後詳
細を検討していくことになりますが、現時点で
は、市⽴図書館及び市⽴美術館を増設する計画は
ありません。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。

跡地利⽤計画（案）に関する市⺠意⾒募集につ
いては終了しましたが、「市⺠からの提案」等、
市の広聴制度等でご意⾒、ご要望をお寄せいただ
くことは可能です。また、今後、環境影響評価や
都市計画⼿続き等、跡地利⽤を具体的に検討して
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ご意⾒

説明を読んでも、具体的なイメージが湧いてこな
く、資料や⽂章の内容等に、問題が有るのではな
いかと思いますので、説明内容・資料の改善を望
みます。
現状の２病院は、どちらも鉄道の駅が近く、⽐較
的に患者にやさしい⽴地だと思います。移転統合
の計画にある場所は、バス便となり、体の弱い患
者に負担を要するため、病院の設置場所として不
向きだと思います。コスト優先で市⺠・患者の利
便性を無視して、病院移転統合には反対です。ま
た、２つの病院ともに⼤きな病院のため、統合す
る際に、縮⼩されて、市⺠・患者にしわ寄せが来
ないか、⼤変⼼配です。付属２病院の移転統合に
は、反対です。決定する前に、より多くの市⺠・
患者の意⾒を聞いてください。また、今回の附属
２病院の再整備案の冊⼦の内容は、かなり最後ま
で読まないと内容を理解出来ない⽂書となってい
て、本当に市⺠・患者の意⾒を聞こうとしている
のか疑問がわく内容です。今後この件の広報・意
⾒聴取についても、改善を望みます。よろしく、
お願いいたします。
基本的なイメージは賛同します。ただ、極⼒⽶軍
住宅と美しい芝⽣を残し、観光資源として、地域
社会の資産価値の向上、また病院機能充実のため
に役⽴てて欲しい。そのために、住宅開発をして
市税を増やすのではなく、⼊院患者の家族が滞在
できるよう、⽶軍住宅をリフォームして 1 棟貸切
の宿泊施設、AIR BnB のような利⽤形態を検討
してほしい。患者家族以外の観光旅⾏の⽬的であ
れば⾼額で貸すことで、売却利益ではなく賃貸収
⼊を得ることで永続的に市税を増やすことができ
るのではないでしょうか。あるいは宿泊業に限定
して売却するという⽅法も考えられます。⽶軍住
宅はフェンスの向こうの憧れの街でした。その⾯
影を利⽤して、森林公園に隣接した、緑豊かで海
や街を⾒下ろせる⾼台の宿泊施設群、医療施設の
整備を望みます。
2 つの病院の統合は良いのですが、今後⾼齢化が
進むにつれ、ますます病床数の増⼤が必要となる
と説明リーフレットにも書かれているのに、逆に
2 つの病院の総病床数を縮⼩する計画となってい
ます。これで最後の砦となる市⺠病院の⼊院患者
の受け⼊れは安全に機能するのでしょうか？少な
くなった病床はどこで補填するのでしょうか？減
らしたままでしょうか？⼈⼝減少を⾒込んでいる
のでしょうか？⼊院を減らして通院や訪問診療、
グループホームのような形態を⽬指しているので
しょうか？病床数を減らしてもこれからの⾼齢化
に対応できるのか、リーフレットに追加するかホ
ームページに記載して説明してください。
公園内に主要道路を通すことで、美しき⾃然の景
観と今ある豊かな⽣態系を崩すという環境保全を
推進する市政の取り組みと⼤きな⽭盾を感じま
す。

本市の考え⽅
いく段階で説明会等を⾏いますので、その際にご
意⾒をお寄せください。
頂いたご意⾒を踏まえ、今後、改善に努めてい
きます。

市⼤病院は⼤学病院としての⾼度な医療の提
供、教育機関として地域医療を⽀える⼈材を育
成・輩出、地域医療機関への⽀援や、⾼度・先進
的な臨床研究推進などの役割を担っており、⻑期
的な視点からこうした機能を果たし続けるために
は⼤学病院としての機能を１病院に集約すること
も含め、再整備が必要と考えています。地域医療
機関との役割分担を踏まえ、公⽴⼤学病院として
求められる役割を精査し、今後、再整備に係る具
体的に内容について検討を進め､再整備基本計画
として、改めて、市⺠意⾒募集等を⾏っていく予
定です。
なお、当該地区について、駅からのアクセスが
不便等の課題はありますが、新病院等に求められ
る⼟地の条件を概ね満たしており、現時点では最
も有⼒な再整備候補地と考えています。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考とさせていただき
ます。

病床数については感染症の⼤流⾏等、想定を超
えた事態に対応できるゾーニング・設備を備え、
⼗分な医療機能の継続性を確保することを前提と
しています。
⼀⽅で、今後、需要が増⼤する回復期・慢性期
機能は⼤幅な不⾜が⾒込まれますが、市⼤病院が
主に対象とする⾼度急性期病床は、今後、供給過
剰が⾒込まれることから、1000 床程度に⾒直す
ことを基本に、今後、全市的な機能別病床数の推
計等を踏まえ、経営的な視点をもって、更に精査
を進めていきます。
今後、再整備に係る具体的な検討を取りまと
め、再整備基本計画として、改めて、市⺠意⾒募
集等を⾏っていく予定です。
道路の整備については、周辺市街地における既
存道路に⼤きな負担をかけることのないよう交通
の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネッ
トワークの構築が必要であると考えています。ご
意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画 P28 第２

ご意⾒

No.

本取り組みについて⾝近な横浜市⺠に尋ねてみて
も知らない⽅も多く、市⺠への情報伝達をあまり
にも疎かにしているのではないでしょうか。改め
て近隣住⺠および横浜市⺠との対話の場を設けて
いただけないでしょうか。ご検討のほどお願いい
たします。
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⼟地利⽤計画のゾーニングを⾒ると、整備予定の
主要な道路が森林公園を分断しているのが気にな
ります。公園を利⽤する⼈々の安全を考えて計画
して欲しいと思います。

特にありません。
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急傾斜地の下の住⺠は、常に次のような不安をい
だき、その対策を願っています。
① 安⼼して住めるような崖崩れ防⽌対策
② 住環境が良くなるように樹⽊の適切な管理
③ 急傾斜地の下（特に遠い⻄側）から広域避
難場所へ短時間で安全に避難できるよう、ほぼ町
内ごとにある昇降路（階段）の活⽤と拡幅・安全
対策、新病院敷地内の避難通路の確保

本市の考え⽅
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
また、環境影響評価の⼿続きを⾏い、事業を実
施するにあたって環境にどのような影響を及ぼす
かについて調査、予測、評価を⾏い、環境保全の
観点から総合的かつ計画的により望ましい事業計
画としていきます。
今回の市⺠意⾒募集の期間については、横浜市
のパブリックコメント実施要綱に準拠して 10 ⽉
30 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇に設定しました。
根岸住宅地区跡地利⽤基本計画（案）について
は、策定の途中段階を各区連会、各地区定例会等
にご報告させていただきながら作業を進めてきま
した。
今回の市⺠意⾒募集につきましては、基地対策
課のホームページで公表し、関連４区（中区・南
区・磯⼦区・⾦沢区）の鉄道駅や公共施設などの
ＰＲボックスにてパンフレットの配架、地区に隣
接する連合町内会に対して、町内会掲⽰板への掲
⽰及びスマートニュースや Youtube の横浜市公式
チャンネルで記事や動画を配信し周知を図ってま
いりました。その他、新聞やタウンニュースなど
から取材を受け、記事が掲載されています。
市⺠のみなさまを対象とした説明会について
は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、
やむを得ず開催を⾒送りましたが、代替的な措置
として市のホームページにて説明動画の配信を⾏
いました。
今後、環境影響評価や都市計画⼿続き等、跡地
利⽤を具体的に検討していく段階で説明会等を⾏
いますので、その際にご意⾒をお寄せください。
森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画に
あたっては、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などの
ゾーンとの⼀体的利⽤に向け、歩⾏者と⾞両の動
線を分離するなど公園利⽤者の安全性の確保と回
遊性の向上を図ることが必要であると考えていま
す。ご意⾒の趣旨も踏まえ、跡地利⽤基本計画
P39 第３章２道路、P40 第３章３公園・緑地に記
載している表現を修正します。
今後、再整備に係る具体的な内容について検討
していきます。
斜⾯地の対応については、急傾斜地法による急
傾斜地崩壊対策⼯事での対応や⼟砂災害防⽌法に
基づく対応を継続していきます。詳細は跡地利⽤
基本計画(案)P32 の第２章（４）イ「斜⾯地への
対応」に記載しておりますのでご覧ください。
なお、⼀般に草刈や樹⽊の伐採については、そ
れぞれの⼟地所有者が⾏うことになりますが、地
区内では、草刈・樹⽊の伐採等の管理の多くにつ
いて、現在、防衛省が担当しています。ご要望が
あれば南関東防衛局施設管理課へご連絡くださ
い。
また、跡地利⽤基本計画(案)P30 の第２章
（４）アにおいて、広域避難場所の機能継続や避
難路の確保について記載しており、災害時に広域
避難場所まで誰もが安全かつ迅速に避難できるよ
う、地区外の既存道路から地区内の道路へつなぐ
など避難路を確保することとしています。

No.

ご意⾒
市⼤福浦病院が移転すると、南部⽅⾯の中核病院
が減ります。また、⾼齢者介護施設も乏しいと感
じています。
① 跡地には新たな総合病院を誘致するか、古く
なった南共済病院⼜は南部病院の移転・再整備が
必要ではないでしょか
② また、⾼齢者介護施設の誘致も必要と考えま
す。
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□根岸住宅地跡地利⽤基本計画案に対して《＋α
の考え》・計画のベースに「SDGs」を置いて取組
む・地区における「緑の連担」の具体化にあたり
各ゾーン、ゾーン間をスマートファシリティによ
り強化する。地産地消、脱炭素のモデル地区実践
を先取り、「SDGs」をもってインフラ整備し未来
モデルの⼀環とする。① 農耕の歴史と未来ゾー
ン(図あり)農耕、栽培の歴史と未来農業の研究、
⽣産供給は医療、教育、福祉等との連環を計る。
② フォーレストセメタリーゾーン(図あり)跡地利
⽤計画の⽂教ゾーンは医療研究機関集約による未
来型を想定できる。そこで⽣命体の循環を考え、
⼟に還える場所の新しい試みをしてみたらどうだ
ろうか。計画案ではやや住宅地ゾーンの割合いが
多いようにみえる。地区の東北部をフォーレスト
セメタリ―ゾーンに当てる（共同墓地隣接）埋葬
位置等はランダム数列のような⼿法を取⼊れ、匿
名性のある運営管理システムによる。（スエーデ
ンに類似システムあり）③ 住宅ゾーンの必要エ
ネルギーは脱炭素指向の地産地消システムのモデ
ル事業として、整備区域全体に⼤網がかかるもの
と考える。特に住宅ゾーンでは新ウイルス時代に
備えたスマート住宅を⽬ざす。・おわりに、国際
性や歴史的意味合いの濃い本地区であり、⽔・緑
の連環、防災環境、景観から良質な創造的都市ス
トックを念頭に、⽤途、所有の細分化を可能な限
り避ける。・地区全体の運営、管理は産・学・
官・⺠⼀体のコミッティ⽅式による根岸モデルと
でも云えるものをつくり、差別化ではなく、汎⽤
性を重視したモデルとしたい。・当然ながら都市
設備の地中化、最寄り駅からの運輸⾯の整備・強
化、また地区内道路の設計はトータル景観のポイ
ントとなる。
・本地区は環境の保全上、法、条例
で協定区域になると判断する。そこで三⼗余年が
経過し、まちづくりの歴史の⼀翼になったと云え
る新本牧地区、その後、⼿法等についてのフィー
ドバックの様⼦、内容は？当時、各ゾーンのガイ
ドプランはまちづくり協定（建築、緑化、管理）
に基づき作成し、５つのデザインテーマをベース
にしてあったと記憶している。例えばいろ（カラ
ーコード）、やね（住宅ゾーン）
。◎結び、戦後 75
年の今、根岸の丘は歴史と⾃然のストックを舞台
にして、まずは四半紀先、SDGs を満たす、コン
プレックスヒルズに向う。了。
⼤賛成である。
・境界線上に塀や仕切のない現状の様な芝⽣の住
宅地
・⼀区画 60 坪以上の宅地造成
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本市の考え⽅
済⽣会横浜市南部病院は再整備に向けて検討が
進められています。また、現在の２病院の跡利⽤
については、これまで地域で果たしてきた役割や
医療需要の変化（回復期・慢性期需要、在宅医療
⽀援等）も考慮する必要があります。こうしたこ
とを踏まえ、近隣エリアで将来求められる医療・
福祉ニーズを踏まえながら、必要な機能を確保す
ることを基本とし、今後、検討を進めていきま
す。
跡地利⽤基本計画（案）では、「⽶軍施設返還
跡地利⽤指針」の検討内容を踏まえ、本市の上位
計画や関連計画との整合を図り、跡地利⽤の基本
⽅針を定めており、関連計画として「横浜市
SDGs 未来都市計画」を本編 P17 に掲載してお
り、具体的には、第２章において、地区全体で環
境負荷を軽減するエネルギーマネジメントシステ
ムの導⼊などの先導的な取組や、地区内の交通⼿
段として環境負荷の低減などについても検討して
いくこととしています。
跡地利⽤基本計画（案）は 10〜15 年先を⾒据
えたものであり、引き続き、国の政策と連携し、
新たな技術や取組等を積極的に取り⼊れていくこ
とで、社会・経済情勢の変化に対応していきま
す。 今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）
は、まちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取り
まとめたものであり、具体的な施設については、
今後、詳細を検討していくことになります。
なお、墓地整備のご要望については、現在、本
市では、（仮称）舞岡墓園の整備⼯事に着⼿し、
旧深⾕通信所において公園型墓園の整備を計画し
ています。また、旧上瀬⾕通信施設では、整備を
検討する施設に公園型墓園を含め、⼟地利⽤検討
を⾏っており、現時点では、根岸住宅地区の跡地
で新たに市営墓地を整備する計画はありません。
頂いたご意⾒も参考に、横浜の持続的な成⻑・
発展を実現するために、様々な取組を連動させな
がら実⾏していきます。

ご評価いただきありがとうございます。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。

ご意⾒

No.

交通アクセス難あり、バス交通だけで無く、みと
みらい線の延⻑を是⾮実践して下さい。

⼤学、病院は是⾮誘致したい。

スケージュールを縮めてほしい
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良いと思います。⽂教ゾーン以外の、住宅地等ゾ
ーンを低層住宅を主として景観を損なわない様な
配慮や、森林公園拡張など、賛成です。
⽶軍住宅の広⼤な跡地に公⽴の医学部附属病院を
建てるのは、良い案だと思います。
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⽶軍住宅は、今の景観、雰囲気のまま、残して頂
きたいです。賃貸として、貸し出し café 等、⽶
国⾵な街作りが希望です。

賛成します。
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なるべく費⽤をかけずに⾏って欲しい。
他事業（横浜 IR 等）とのトレードオフなら賛
成。

本市の考え⽅
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
なお、みなとみらい線の延伸に関し、頂いたご
意⾒については関係部署で共有し、今後の検討の
参考にさせていただきます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
⼟地所有分布図にお⽰ししているとおり、国有
地と⺠有地がモザイク状に分布していることや、
将来のまちづくりに不可⽋な道路、公園、上下⽔
道等のインフラ整備が国による原状回復作業では
実施されないため、市⼤整備を⾏う前に、⼟地区
画整理事業等によるインフラ整備が必要になるた
め、段階的な整備は困難ですが、少しでも早く事
業を進められるよう検討を進めていきます。
なお、⼤学病院等の再整備については、根岸地
区跡地の返還の動向や⼟地区画整理事業の進捗等
も踏まえながら、慎重かつ幅広い検討をスピード
感をもって進めていきます。
ご評価いただきありがとうございます。
ご意⾒は、跡地利⽤基本計画に対するご期待と
捉え、計画の着実な推進に努めます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考とさせていただき
ます。
⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
今後、⼟地区画整理事業の具体的な検討に合わ
せて事業費について検討していきます。
本再整備は⻑期的な視点から⼤学病院としての
機能強化を図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の
砦としての役割を果たせるために必要なもの捉え
ています。今後、ご要望の趣旨を参考に、事業⼿
法・事業費については、⼯期短縮、経費節減、多
様な財源確保を⽬指し、多⾓的に研究を進めるな

No.

225

ご意⾒

iR 同様、コロナ禍が収束する迄検討を延期して
は？

⽶国側の姿勢はどうなのか？

iR 同様、コロナ禍が収束する迄検討を延期して
は？
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・横浜市の中⼼部に残された緑地として、⾃然豊
かな静かな環境を守ってほしい。根岸森林公園の
名に相応しい緑豊かな森となるよう、拡張部には
さらに樹⽊の植林をお願いしたい。
・公園部には、スポーツ施設や遊具などは設置せ
ずに、都会のオアシスとして、誰もが静かにゆっ
くりと⾃然に親しみ、⼼のいやせる場所として確
保してほしい。
森林公園外周の主要道路（予定）は、隣接の住
宅・住⺠に充分に配慮した対策（⾞による騒⾳・
排気ガス等のために緑地帯・植林等）をお願いし
たい。
※パンフレットの地図には、記載されていない道
路があります。根岸森林公園の拡張部を主要道路
とするのではなく、⼭元町２丁⽬→⼤芝台→バー
ド・スクール（⽶軍⼩学校）→⼭⾕⽅⾯→国道 16
号のルートを考えて下さい。森林公園は市⺠の安
全と憩の場として、静かな環境を考えて下さい。
現存の⽶軍住宅の家屋（平屋）は、芝ふの庭と共
に保存してほしい。横浜の戦後の歴史として（記
念館として）
、
（⽶軍司令官やアン・ルイス⼀家も
⽣活していた）「⽇本の中のアメリカ」と呼ばれ
ていた場所です。
医療の研究・教育機関として⼟地利⽤することに
は賛成しますが、診療⾯を考えると、現在の２病
院の施設は、そのまま病院として存続してほし
い。病院数が減少する中で、多⽅⾯の地域に分散
した型で病院を残すことは、その地域の⼈々にと
って、とても⼤切なことです。

本市の考え⽅
ど、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
⼟地区画整理事業は、単に⼯事をするだけでな
く、⼟地の権利を交換・分合する事業であるた
め、地権者との合意を得ながら進めていく必要が
あります。また 43ha もの広⼤な敷地における⼤
規模な⼯事となり、様々な法定⼿続きが必要なこ
とから、まちの概成までには 10 年から 15 年は必
要になると考えており、現時点で出来ることは進
めていきたいと考えています。
平成 30 年 11 ⽉の⽇⽶合同委員会での合意内容
としては、返還時期については、原状回復作業の
進捗に応じ、⽇⽶間で協議することとされていま
す。
なお、国は原状回復作業を３年程度で完了させ
る意向を⽰しています。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、市⼤ 2 病院については求められる役割をしっ
かり果たしていきます。⼀⽅で、中⻑期的には現
⾏の医学部・附属２病院等が抱える課題の抜本的
な解決、医療を取り巻く環境の変化へ適切に対応
し、引き続き、市⺠の健康と命を⽀える「最後の
砦」の存在としてあり続けるため、再整備が必要
と考えています。
病院等⼤規模医療施設の整備は、通常、検討開
始から事業完了まで 10 年以上を要する事業とな
ります。今後、再整備に係る,具体的な内容につい
て検討していきます。
森林公園ゾーンについては、根岸森林公園を拡
張し、ふれあい広場や旧⼀等⾺⾒所などのゾーン
と⼀体的に利⽤できるようにするなど、利便性の
向上を図りつつ、周辺地域からのアクセス性を⾼
めていくことや、緑を増やしていくことで、公園
の魅⼒を⾼めていきます。

主要な道路の整備については、第２章（３）ア
に⽰しているとおり、街路樹や植樹帯等を整備
し、景観や環境等に配慮した道路空間の創出を図
っていきます。
また、環境影響評価の⼿続きを⾏い、事業を実
施するにあたって環境にどのような影響を及ぼす
かについて調査、予測、評価を⾏い、環境保全の
観点から総合的かつ計画的により望ましい事業計
画としていきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
現在の２病院の跡利⽤については、これまで地
域で果たしてきた役割や医療需要の変化（回復
期・慢性期需要、在宅医療⽀援等）も考慮する必
要があります。
こうしたことを踏まえ、近隣エリアで将来求め
られる医療・福祉ニーズを踏まえながら、必要な

No.

227

ご意⾒

本牧は全くムードがなくなってしまったので、外
国⼈遊歩道として⼭⼿と並ぶ異国情緒あふれるム
ードを守ってほしい。

ふれあいバスみなと⾚⼗字病院⾏も 11 系統も廃
⽌になり 20 系統も本牧は少いので、⼭⼿駅や⼭
⼿本通りからワシン坂〜⾒晴トンネルを通るバス
（222 のような⼩型のコミュニティバスでも）の
開設を是⾮お願いします。
市⼤医学部が元々あった場所に近く、ぴったりだ
と思います。

228

事業計画や都市計画を策定する前に原状回復に着
⼿することは反対。

229

⽶国⾵住宅地の景観等の継承：これは全く不必
要。旧⽶軍住宅の写真を保存するだけで⼗分。
病床数については「新型コロナウイルス」禍の実
態をふまえたものでしょうか。⾼度急性期の病床
数が 565 床減することは？練り直してくださ
い！！
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・根岸線、市営地下鉄線から徒歩でアクセスする
事が難しい。
・現状ある道路はどこも狭く市営バスは幅ぎりぎ
りで運⾏している。
・アクセスできるどの道路も⽚側１⾞綿の道路で
あり、駐⾞場を確保しても、道路の混雑が⾒込ま
れる。
・救急⾞が救急で患者を運ぶ事ができ得るのか疑
⾨を感じる。
浦⾈病院は以前にも移転という話があったが、結
果的に現在の場所に残ったと認識をしている。旧
浦⾈病院棟を改修して福祉施設として利⽤してい
るが、そちらの建物の⽅が古いのだから福祉施設
を旧南区役所跡地へ移転して旧浦⾈病院とその隣
地に２病院統合整備を⾏う事は考えられないだろ
うか？

本市の考え⽅
機能を確保することを基本とし、今後、検討を進
めていきます。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有し、今後の検討の参考にさせていただき
ます。
頂いたご意⾒については、関係部署で共有し、
今後の検討の参考にさせていただきます。

⻑期的な視点から⼤学病院としての機能強化を
図り、市⺠の健康と命を⽀える最後の砦としての
役割を果たせるよう、ご要望の趣旨を参考に、今
後、再整備に係る具体的な内容について検討して
いきます。
返還前に国による原状回復作業を実施すること
は、令和元年１１⽉に⽇⽶合同委員会で合意され
た内容であり令和 2 年 6 ⽉に原状回復作業が開始
されています。本市として原状回復作業を中⽌さ
せることは困難です。
根岸住宅地区の接収の歴史や⽂化を伝える空間
として、元の建物を参考にするなど⽶国⾵住宅地
の景観や雰囲気の継承を⽬指します。
病院等⼤規模医療施設の整備は、通常、検討開
始から事業完了まで 10 年以上を要する事業とな
りますが、病床数については感染症の⼤流⾏等、
想定を超えた事態に対応できるゾーニング・設備
を備え、⼗分な医療機能の継続性を確保すること
を前提としつつ、市⼤病院が主に対象とする⾼度
急性期病床は、今後、供給過剰が⾒込まれます。
そこで、1000 床程度に⾒直すことを基本に、今
後、全市的な機能別病床数の推計等を踏まえ、経
営的な視点をもって、更に精査を進めていきま
す。
根岸住宅地区は⾼低差約 50ｍの⾼台にあります
が、周辺の鉄道駅から約１ｋｍと⽐較的近いた
め、公共交通についてはバス交通を基本として、
アクセス性の向上を図っていきます。
具体的には、根岸旭台交差点を改良し、ＪＲ根
岸駅からのバス路線が新設できないか、また、地
区内にバス発着所等を新たに整備し、既存路線を
再編することで複数⽅⾯から分散してアクセスで
きないかなどについて、バス事業者とともに検討
を進めていきます。
市⺠総合医療センターで統合再整備を進める場
合、現⾏の病院は容積率 400％を最⼤限に活⽤し
ているため、⼀体整備する医学部や研究施設のた
めに隣接地に新たに約 2 万㎡以上の⼟地を確保す
る必要がありますが、ご意⾒いただいた⼟地を含
め、周辺地に該当する敷地を確保することは困難
と考えています。
⼀⽅、当該地区については、駅からのアクセス

No.

231

ご意⾒

まちづくりのテーマ（⽅向性）については是⾮こ
れに沿ったまちづくりに期待します。その中で、
⽶軍住宅の開放的な⽶国住宅地の景観や雰囲気を
可能な限り継承して下さい。
⽂教地区に現在ある⽇本⼈住宅地にある⽇本⼈住
宅については、地区を削る等の影響のない様計画
下さい。

また移⾏時の防犯、安全⾯についても充分ご配慮
下さいます様お願いいたします。

当該再整備構想の必要性については理解いたしま
す。計画案 P4 の写真にある⽂教地区のイメージ
を期待しています。（⾼層でないことを望みま
す）
３．その他
今後、経験する可能性に対応できる災害等に強
い、インフラ整備を期待します

232

道路けんせつ反対。
⼦どもたちの遊び場もあぶないし、けい⾺場もこ
われるかもしれない。排気ガスもやだ！⼩学⽣の
いけんです。
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①斜⾯地近傍の⼟地及び、地区に含まれる斜⾯地
は防災上の崖崩れ防⽌、及び平時の利⽤も考え
て、南北に伸びるこの斜⾯地を回遊できる散索路
の⼀部として整備していただきたい。斜⾯地上部
のふちを歩道に！！

②70 年間親しんだ⾵景と建物です。本牧の様に⼀
⻫、⽶軍のものを消し去るようなことはしないで
いただきたい。元の建物を参考にするのではな
く、今ある建物を補修して建物の数件を残し、活
⽤してほしい。

本市の考え⽅
が不便等の課題はありますが、新病院等に求めら
れる⼟地の条件を概ね満たしており、現時点では
最も有⼒な再整備候補地と考えています。今後、
再整備に係る具体的な内容について検討していき
ます。

本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。
本地区の⼟地利⽤計画の実現に向けた整備⼿法
として、道路や公園等の整備改善と宅地の利⽤増
進を⽬的とする⼟地区画整理事業を基本に検討し
ています。検討にあたっては地権者のみなさまに
ご理解いただけるよう、今後調整していきます。
根岸住宅地区に囲まれた⼟地に居住する⽇本⼈
世帯に対し、⽣活環境維持のために⼗分な配慮を
⾏うことについて、今後も引き続き、国に要望し
ていきます。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。
再整備を⾏うことで、ハード・ソフト両⾯にお
いて、⼤学病院としての機能強化を図り、市⺠の
健康と命を⽀える最後の砦として、緊急事態にも
迅速・的確に対応しうる病院にしていく必要があ
ります。ご要望の趣旨を参考に、今後、再整備に
係る具体的な内容について検討していきます。
道路の整備については、周辺の地域に今ある道
路に⼤きな負担をかけることのないように交通を
分散させることと、周辺の地域を結ぶように道路
をつなぐ役割が必要であると考えています。ご意
⾒の趣旨を考慮して、跡地利⽤基本計画 P28 第２
章３(3)道路・交通に記載している表現を修正しま
す。
公園を利⽤する⼈にとって、今までよりも危険
にならないよう、また環境への配慮などについて
も今後検討していきます。
⼟地区画整理事業の施⾏地区は、基地として使
⽤されてきた歴史的な背景に鑑みて、提供地界と
同⼀とすることを基本に考えています。なお、斜
⾯地の安全性については、急傾斜地法による急傾
斜地崩壊対策⼯事での対応や⼟砂災害防⽌法に基
づく対応を継続していきます。詳細は跡地利⽤基
本計画の第２章（４）イをご覧ください。
本地区の⽶軍住宅は築 70 年を超える⽊造住宅
であり、⽼朽化が進んでいることから、元の建物
を参考にするなど⽶国⾵住宅地の景観や雰囲気の
継承を⽬指します。

No.

234

ご意⾒
根岸クラブ、ステージ、ファイアーステーション
も補修して残し、整備後の地域活動、観光の種と
していただきたい。建物とそれをとり巻く芝の庭
も含めて考えてほしい。

旧２等⾺⾒所のふれあい広場は MM から伊⾖まで
180°のパノラマが⾒えるところです。みなさん
が楽しみに朝、昼、⼣に景⾊をみているところで
す。特に、富⼠⼭の景⾊がすばらしい。再整備は
結構ですが、ふれあい広場から富⼠⼭までの導線
は⼱広くとっていただき、ふれあい広場から雄⼤
な富⼠⼭がみえるように設計していただきたい。
ビューポイントの確保をお願いします。もちろん
低層が望ましい。
本件のステークホルダーが不明。⽇⽶合意に「共
同使⽤」とある。⽶も今後関与するのか、国と市
の相関も判然としない。

スピード感がない。返還⽅針より 16 年、これか
らあと 10〜15 年かかるのか？財政、経済的にも
かかる⻑期先⾏が⾒えず計画は頓挫の可能性も有
り？

これだけ⼤きな設備、施設を設置すると居住地と
近接しエリア全体の景観や⼈の往来が予想出来な
い。今回⽰されているプランだけでは漠然として
おり安易に病院の集約構想を容認出来ない。

本市の考え⽅
森林公園ゾーン内の⽶軍施設については、施設
所有者である国が管理及び処分するものと考えて
います。
今回、公表した跡地利⽤基本計画（案）は、ま
ちづくりの⽅針や⼟地利⽤の考え⽅を取りまとめ
たものであり、具体的な施設については、今後、
詳細を検討していくことになります。
頂いたご意⾒については、⼟地を所有する地権
者で構成されるまちづくり協議会や本市の関係部
署で共有するとともに、国にも情報提供をさせて
いただきます。
⼤学病院等の再整備にあたっては、良好な市街
地景観の創出に向け、周辺住宅地との調和を考慮
しながら、建物の規模、⾼さ等を検討していきま
す。

根岸住宅地区は、現時点で返還されておらず、
当該地区を⽶軍と⽇本国とで共同で使⽤し、⽶軍
の管理下のまま、国による原状回復作業が⾏われ
ることが、令和元年１１⽉の⽇⽶合同委員会で⽇
⽶合意されています。
なお、国と市の役割分担としては、国は原状回
復作業を実施し、⼟地所有者に⼟地を引き渡すこ
とが責務であり、地⽅⾃治体は、⽶軍からの返還
および⼟地所有者への⼟地の引き渡しの後の跡地
利⽤について、利⽤構想を定めることが求められ
ています。
⼟地区画整理事業は、単に⼯事をするだけでな
く、⼟地の権利を交換・分合する事業であるた
め、地権者との合意を得ながら進めていく必要が
あります。
また 43ha もの広⼤な敷地における⼤規模な⼯
事となり、様々な法定⼿続きが必要なことから、
まちの概成までには 10 年から 15 年は必要になる
と考えています。
今後、返還時期を⾒据えながら、事業の着実な
推進に努めていきます
本再整備構想案は今後、再整備の具体的な検討
を進めていくうえで、その柱となる「再整備のコ
ンセプト」や「再整備の⽅向性(運営体制、病床規
模、再整備の対象施設、再整備候補地等）」の基
本的な考え⽅をまとめたのです。今後、周囲の環
境との調和を⼗分考慮し、具体的な検討を進め、
再整備基本計画として取りまとめ、改めて、市⺠
意⾒募集等を⾏っていく予定です。

