「横浜市都市計画マスタープラン 泉区プラン」改定原案に対する
市民意見募集の実施結果について
泉区では、「横浜市都市計画マスタープラン泉区プラン」の改定にあたり、平成 28 年２月に改定
原案を公表し、市民意見募集を実施しました。市民の皆さまから、貴重なご意見、ご提案等を頂き
誠にありがとうございました。
このたび、その実施結果と、いただいたご意見等についての本市の考え方をまとめましたので、
次のとおり公表いたします。

１ 実施概要
意見募集期間

平成 28 年２月 10 日（水）から２月 24 日（水）

意見提出方法

郵送、電子メール、ファクシミリ、持参

改定素案（全文）の

・泉区区政推進課

公表場所

・区内各地区センター
・泉図書館
・市役所市民情報センター
・都市整備局地域まちづくり課
・泉区ホームページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/02suishin/02kikaku/tomasu/

改定素案（全文）の

・泉区区政推進課

配布場所

・市役所市民情報センター

２ 実施結果
提出者数
提出方法
意見数

３名
電子メール（２名）、持参（１名）
19 件

３ 提出されたご意見とご意見に対する本市の考え方
ご意見の分類と反映状況
(1) 改定案に反映したもの

5件

№1～5

(2) ご意見の趣旨が改定原案に（一部）含まれていると考えられるもの

6件

№6～11

(3) 今後の参考とさせていただくもの

3件

№12～14

(4) 計画には反映しないが対応するもの

0件

№

(5) 関係機関と情報共有するもの

0件

№

(6) 計画にご賛同いただいたもの

2件

№15～16

(7) ご意見ではなくご質問であったもの

0件

№

(8) その他

3件

№17～19

分類別のご意見の概要と意見に対する考え方
(1) 改定案に反映したもの
№

意見の概要

意見に対する考え方

1

P3 泉区プラン改定のポイント ③
「部門別の方針」→「分野別の方針」
「部門を設ける」→「分野を設ける」
「分野」という用語で統一した方がいい。

いただいたご意見を踏まえ、記載を修正します。

2

P4 図 1
鉄道名称小田急江ノ島線を追加する。
P13 ④交通
「区内外の鉄道駅や主要な施設をバス路線が結んでい
ます。」を図 18 でも表現するため、図 18 に戸塚駅、湘
南台駅、長後駅、上飯田車庫を追加する。

いただいたご意見を踏まえ、記載を追加します。

4

P36
立場駅の説明に誤記がある。
（誤）用意→（正）容易

いただいたご意見を踏まえ、記載を修正します。

5

P39 6 行目 ウ
「また、水素エネルギーや再生可能エネルギーの活用、
ＨＥＭＳなどのエネルギーマネージメントシステムの
普及を図ります。」の他にエネルギー調達方法として
『コジェネなどを利用した自立分散型エネルギーシス
テムの導入促進』と追記することを提案いたします。

いただいたご意見を踏まえ、P39 ウに『家庭用燃料電
池などの自立分散型エネルギーシステム』と記載を追
加します。

3

いただいたご意見を踏まえ、記載を追加します。

(2) ご意見の趣旨が改定原案に（一部）含まれていると考えられるもの
№

意見の概要

意見に対する考え方

6

P7 ②市街地の推移
「図７の人口集中地区…（略）…北部へ拡大してきたこ
とが分かります。」に続いて、次の一文を追加する。
「昭和 40 年に、中田駅南部地域は人口集中地区になっ
ています。」

いただいたご意見は、P8 図 7 に図示しています。

7

P24（２）交通ネットワーク【道路】
「…道路ネットワークの強化を図ります。」に続けて次
の一文を追加する。
「更に災害に強い道路作りを進めます。」

P24 （２）は区の骨格や拠点となる将来都市構造につ
いて 記載しています。災害に強い道路作りについて
は、Ⅲ章４（１）に記載しています。

8

P25（３）水と緑の拠点【河川】
「…水と緑の空間を形成します。」に続けて、次の一文
を追加する。
「更に水害等への対策を推進します。」

P25 （３）は区の骨格や拠点となる将来都市構造につ
いて 記載しています。水害等への対策の推進について
は、Ⅲ章４（２）に記載しています。

9

いずみ野駅近くの和泉川の整備をしていますが、和泉川
に親しみの持てるような拠点を希望します。泉区は農が
盛んであり、地元の採れたて野菜をバーベキューで食べ
られるスペースがあれば、お年寄りから子供まで触れ合
えると思います。いずみ野駅は特急停車駅となり、都心
直通後は都心から農を求めてくる人も取り込むと泉区
の PR になると思います。都心に近く駅近で農体験がで
きるいずみ野は都会の人のハートを掴めると思います。
自然農体験×都心近郊の駅近がポイントと思います。
最後に、未来の泉区の発展に向けて膨大な資料作成あり
がとうございます。

いただいたご意見を庁内の関係部署と情報共有するとと
もに、 Ⅲ章３（１）及び（３）に記載のとおり、和泉
川などの河川において、区民の憩いや活動拠点の場と
して親水拠点や遊歩道などの環境整備を進めていきま
す。また、区民が身近に農とふれあうことができる場
づくりを進めるとともに、農産物などの地域資源を活
かすため、地産地消の取組を支援していきます。

10

P39 2 行目 ア
『開発事業などの計画立案にあたっては、緑化や低炭素
技術の導入や、エンジンコジェネの廃熱利用等の未利用
熱の利用など、環境負荷の少ないまちづくりに寄与する
計画となるよう誘導します。』と追記することを提案い
たします。

アの「低炭素技術」は「未利用熱の利用」も踏まえて記
載しています。

11

P42（２）水害等への対策の推進
イに、「下水道の流域における対策を進めます。」と追加
する。

イの「雨水排水施設の整備」は「下水道の整備」も踏ま
えて記載しています。
Ⅴ章１．用語解説の「雨水排水施設」の項目をご参照下
さい。

(3) 今後の参考とさせていただくもの
№

意見の概要

意見に対する考え方

12

戸塚区俣野町、○○（意見提出者）の主な課題は以下で
す。
１ 内水氾濫が生じています。
２ 戸塚区俣野町近辺が「地震火災対策方針」の対策地
域になっている。延焼が心配。
３ 交通の便が良くない。戸塚駅まで時間がかかる。

いただいたご意見を戸塚区と情報共有します。 なお、
現在、戸塚区では都市計画マスタープラン戸塚区プラン
を改定しています。今後、改定素案を作成し、説明会
や市民意見募集を実施する予定です。

13

P18 ⑧防災
「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の対
策地域は、戸塚区側にもつながっている事を、図 31 に
追加する。
また、次の一文を追加する。
「なお、踊場駅東側の戸塚区も対策地域に指定されてい
ます。」

14

P19
「…下水道や水路からの浸水が想定されています。」に
続けて、次の一文を追加する。
「なお、2014 年に戸塚区で下水道からの浸水が起きて
います。」

(4) 計画には反映しないが対応するもの
№

意見の概要

意見に対する考え方

(5) 関係機関と情報共有するもの
№
意見の概要

意見に対する考え方

(6) 計画にご賛同いただいたもの
№

意見の概要

意見に対する考え方

15

P39 6 行目ウ
『緑のカーテンや省エネ行動など家庭でできる取組を
進めるとともに、身近な環境問題への関心を高めるため
の啓発を進めます。また、水素エネルギーや再生可能エ
ネルギーなどの活用、ＨＥＭＳなどのエネルギーマネー
ジメントシステムの普及を図ります。』に関する趣旨に
賛同いたします。

いただいたご意見をご賛同の趣旨として受け止めます。

16

P42 9 行目ウ
『震災時にライフラインの機能が十分に確保できるよ
う、上下水道・ガス・電気などの耐震対策を進めるとと
もに、コージェネレーションシステムなどの導入により
エネルギー供給の多重化を図ります。』に関する趣旨に
賛同いたします。

いただいたご意見をご賛同の趣旨として受け止めます。

(7) ご意見ではなくご質問であったもの
№

意見の概要

意見に対する考え方

意見の概要

意見に対する考え方

(8) その他
№
17

P11 図 15
「東京電力変電所」の記載を追加する。

18

P34 交通の方針図
交通の図であるため、駅も入れる。
（南万騎が原駅、戸塚駅、湘南台駅、長後駅）

19

P36
Ａ３にしてほしい。字が細かくて読みづらい。

P11「 図 15 泉区の土地利用の状況」では、変電所を含
め、学校、病院、福祉施設などの施設用地を「公共公
益施設」として表示しています。
P34 交通の方針図では、区内の道路整備などに関する
方針を記載しています。なお、広域的な鉄道ネットワ
ークについては、P35 に記載しています。
P36 では、平成 25 年 3 月に横浜市が策定した「横浜
市いずみ中央駅・立場駅周辺地区バリアフリー基本構
想」を参考として紹介しています。 詳細について
は、道路局企画課ウェブページをご参照下さい。
http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/plan/bf/izumity
uotateba/

