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三ツ沢公園野球場（横浜市立市民病院跡地）基本設計案説明会（１月14日）　でいただいた主なご質問等とその回答
No. ご質問等 回答（医：医療局病院経営本部　環創：環境創造局） 項目

1 野球場が整備されて、騒音対策はどうなっているのか。
（医）騒音対策について、植栽を配置して軽減することや、利用者に対し騒音の配慮について周知
を徹底することで対応することを考えています。

音

2 ナイター照明の光が漏れるが対策はどうなっているのか。
（医）ナイター照明の光の対策については、照明の向きや位置を検討し、なるべく周囲への光の漏
れがないよう計画していきます。

照明

3 ナイター照明塔の高さはどの程度か。
（医）ナイターの照明塔は６か所設置する予定で、15ｍの高さのものを４か所、18ｍの高さのもの
を２か所整備することを考えています。

照明

4 資料には野球場の断面がなく高低差や柵の高さ等が分からないので教えてほしい。
（医）東西断面についてはスライド資料のとおりです。南北方向については、敷地南側にある道路
との間の擁壁は現状のままの予定です。北側についても既存道路に合わせた高さで公園の高さを計
画しています。

高低差

5
敷地の高低差について、グラウンドのレベルは、旧市民病院の通用口（駐車場向かい）の高さくら
いになるのか。国道に近い入口は既存にあった入口をそのまま使うイメージか。

（医）その通りです。 高低差

6 南側の擁壁はそのままか。 （医）その通りです。 高低差

7 管理棟は敷地東側の駐車場入口側へ変更し、適切な駐車場の管理ができるよう修正できないか。
（医）敷地東側は高低差があり、十分な広さの平らなスペースの確保が困難です。野球場の配置に
も影響するため、現在の案が土地を最も有効活用できる案であると考えています。

管理棟

8
管理棟はどういうイメージか？馬術練習場近くの第三レストハウスのイメージか？コンビニがある
とよい。

（医）管理棟のイメージは建物中心にレストスペース、周りに更衣室やトイレ、事務室等の配置を
考えています。
（環創）三ツ沢公園第三レストハウスのイメージです。売店等ではなく、自由におくつろぎいただ
く空間を整備することを考えています。

管理棟

9
地域住民の声を聞いて、地域住民が利用できる施設の計画をして欲しい。これまでそういった施設
設置の要望が保土ケ谷区から何回か出ているが、すべて却下されてきた。

【説明会では回答しておりませんでしたが、補足回答いたします。】
（医）保土ケ谷区からの要望を受けて、周辺住民もご利用いただけるよう、広場やレストスペース
等を設置することを計画しています。

地域利用
施設

10 駐車場の出口は道がカーブした先の見にくいところにでき、危ないので改められないか。
（医）駐車場の出口については、カーブからの距離等の基準を満たしており、適切と考えていま
す。

駐車場

11
駐車場の利用は野球場の利用者だけでなく、サッカー場で試合があったときにも使われるだろう。
サッカー場の駐車場でも渋滞が問題になっている中で、野球場の設計上どのように考えているの
か。駐車場に入りきれなかった車の路駐問題への対応をどのように考えているか。

（医）サッカーの試合やイベント時の駐車対策については、イベント主催者に路上駐車が発生しな
いよう要請するなど対応を検討していきます。

駐車場

12
バス停について、現在は屋根付きビジュアル板がついているが、整備後も同等の構造になるのか。
今までと同等のものをお願いしたい。

（医）既存のバス停は市民病院の敷地内でしたが、整備後は道路区域内となります。ご要望の内容
については今後関係者と協議し、検討していきます。

バス停

13
横断歩道はどの位置に変更するのか。
南側の横断歩道は駐車場の入口に近く、渡る人も多いため、駐車場へ入る車が渋滞した場合でも歩
行者を考慮した計画として欲しい。

（医）敷地東側（３か所のうち真中）にある横断歩道は新設するバスベイの位置と重なるため、位
置を変更する可能性がありますが、まだ詳細な位置は確定していません。また、北側、南側の横断
歩道についても若干の位置変更の可能性があるため、神奈川県警等と協議を行っています。南側の
横断歩道は大きく位置が変更になることはありません。

横断歩道

14
市民病院の移転に伴い、郵便ポストや公衆電話が撤去され、不便である。ポストは是非設置しても
らいたい。

（医）郵便ポストについては、市民病院の敷地内に設置されていたため日本郵政株式会社にお話し
し、撤去していただきました。日本郵政株式会社からはローソン内のポストを活用して欲しいとう
かがっていますが、いただいたご意見について、日本郵政株式会社に伝えます。

ポスト

15 野球場が、この場所に決まった経緯は都市計画の審議会で決まったのか？
（医）野球場の計画については、外部有識者等で構成される横浜市都市計画審議会で旧市民病院跡
地に野球場整備をするという説明を市から行い、ご審議、了承いただいた上で横浜市が決定しまし
た。

手続き
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16 野球場の計画は都市計画課ではなく医療局病院経営本部が実施するのか。
（医）野球場の計画については医療局病院経営本部が将来の管理者である環境創造局と協議しなが
ら進めています。

担当部署

17
サッカー場、野球場の管理運営はどの部署になるのか？管理運用について、サッカー場の移転の話
もあるが、総合して考えているのか。

（環創）野球場の整備は市民病院再整備事業の一環としてもっと早い時期に進める予定でしたが、
コロナ対応等で施設を使用したことにより、このタイミングとなってしまいました。野球場につい
ては、野球場利用者からも早期の整備を要望されており、環境創造局としても早期に進めたいと考
えています。
一方、サッカー球技場についても施設の老朽化、屋根がないなどの課題があり、その解決に向け
て、このサッカー球技場を含めた三ツ沢公園全体の再整備の計画を、環境創造局で市民意見をふま
えながら現在作成しています。こちらはまだ構想段階のものであるため、時期も未定です。球技場
を含めた再整備の件は、引き続き地域の皆様の声を聞きながら進めていきます。
なお、サッカー球技場も、野球場も、完成後の管理運営は環境創造局が所管することになります。

三ツ沢公
園の再整
備

18
これまで静かに暮らせていたのに、光と音の問題が気になる。昨年９月に示された三ツ沢公園全体
の再整備計画の中で野球場の計画も再検討いただくよう計画を差し戻しできないのか。

（医）野球場の整備は市民病院再整備事業の一環として進めてきたものですので、市民病院跡地に
おいて、野球場の整備計画を引き続き進めていきたいと考えています。
（環創）三ツ沢公園再整備のサッカー球技場計画については、市民意見募集を行い、ご意見をたく
さんいただきました。いただいたご意見を踏まえ、引き続き検討を進めていきたいと考えていま
す。

三ツ沢公
園の再整
備

19

二つ目のサッカー場の計画も出ている。音、光の問題など、一体で考えてほしい。5000件を超える
サッカー場の意見募集の内容も見たが建設反対の意見が多かった。代替地の野球場計画が決まって
いないならば、テニスコートを市民病院跡地に持っていってはなどの意見が出ていた。野球場と
サッカー場一体で検討することもあり得るのではないか。野球場は令和５年に詳細設計を行う予定
になっているが、三ツ沢公園全体の整備計画はいつ始まるのか。野球場だけ先に整備する必要はな
いのではないか。

（環創）野球場計画を中止することは難しいですが、三ツ沢公園全体の再整備もふまえて、公園全
体を所管する環境創造局が医療局と一緒に計画づくりをしています。

三ツ沢公
園の再整
備

20
今回説明会を開いてくれたのはありがたいが、今後、修正案はいつ示される予定なのか。今後も、
意見を言う機会を設けてもらえるのか伺いたい。

（医）本日いただいたご意見を踏まえて計画を検討し、説明会やホームページでの公表など方法に
ついて検討していきます。

市民への
説明

21
市民が理解できない計画とはならないよう検討を進めてもらいたい。途中経過でもよいので教えて
いただきながら、納得できる説明をお願いしたい。

（医）本日いただいたご意見を踏まえて計画を検討し、説明会やホームページでの公表など方法に
ついて検討していきます。

市民への
説明

22
工事中、バス停が色々移動することになると思うが、高齢者にとっては、移動距離が短くなるよう
に仮設計画も配慮して欲しい。
仮設の歩道が狭い所があるので、幅は広くとってもらいたい。

（医）最終的には、現在と同等程度の2ｍ幅の歩道を整備し、バス停まで安全に通行できるように
します。仮設の期間も、歩道を2ｍ幅で確保する予定です。工事中は不便な状態が一時的に生じる
こともありますが、なるべくご不便をおかけしないよう工事を進めていきます。

工事中の
配慮

23

西側斜面の排水等が整備されることはうれしい。ただ工事の騒音、住民への迷惑を考えてほしい。
工事中、住戸のWi-Fi等にどのくらい影響するのかなど、書面にして住人に説明、ポスティング等
して欲しい。住んでいる地域によって事情が違う。今回全体説明会やってもらったことはありがた
いが、今後は地域別に話し合いを行うなど、密に調整、共有を行ってほしい。

（医）今回は基本設計案の説明会となっています。工事に入る段階となりましたら、工事の概要や
施工方法等について説明する工事説明会を開催する予定です。

工事中の
配慮

24 旧市民病院の解体工事と野球場整備の予算はどの程度かかるのか？
（医）解体工事は約23.5億円で当初契約を行いました。公園工事は造成工事等含めて18億程度を想
定しています。

事業費

25 従前の野球場は軟式野球だけであったが、今後は硬式野球も行うのか？ （医）従前の野球場同様、軟式、ソフトボールのみの利用を考えています。
野球場
運用
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26
軟式とソフトボールだけではなく、グラウンド・ゴルフも使用できないか。この地域はグランドゴ
ルフが盛んである。

（環創）野球場は条例で有料施設として位置付けるため、グラウンド・ゴルフでの利用は困難と考
えています。三ツ沢公園全体再整備でもグラウンド・ゴルフのニーズについてご意見をいただいて
いますので、これまで利用されていた方にもご理解いただけるよう検討していきます。

野球場
運用

27
球技場ができた後ナイター運用時間等どのように決定されるのか、また考えているのかなど決まっ
ていることがあれば教えて欲しい。

（環創）野球場整備後の管理運営についてはまだ決定していませんが、他の市内施設のナイター利
用と同様21時までを想定しています。

野球場
運用

28 旧野球場もナイター利用は21時までだったのか。 （環創）その通りです。
野球場
運用

29
バスは今、片循環でしか運行していない。野球場から陸上競技場やサッカー場方面へ行けるバスの
運行も検討いただきたい。また、最終のバスも早く終わってしまうので、公共交通についても再検
討をお願いしたい。

（医）バスの運行についてのご意見は担当である交通局へ伝えます。
路線バス
運行
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三ツ沢公園野球場（横浜市立市民病院跡地）基本設計案説明会（１月16日）　でいただいた主なご質問等とその回答
No. ご質問等 回答（医：医療局病院経営本部　環創：環境創造局） 項目

1 野球場はこれだけのものを造って、利用者の需要はあるのか。
（環創）全国的には野球人口が減少傾向にあると言われていますが、横浜市は他都市に比べて人口
比の野球場が少ない状況であり、野球場は多く使われています。旧野球場も、本市の他の野球場と
比べて多く使われていました。

野球場の
需要

2
全体20パーセントの緑化の算定は芝生の広場や園路沿いに木を植えることも考えているのか？三ツ
沢公園は緑化からかけ離れてきている印象があり、緑が枯れてもそのままになってしまっている。
もっと緑化を真剣に考えてもらいたい。

（医）西側の斜面地を含めて芝生や樹木等を植え、緑化率を20パーセント確保するよう計画してい
ます。

緑化

3
西側斜面はコンクリートで覆うのか？
人は入ることができないのか？

（医）西側斜面は植栽を計画しています。斜面地のため人の立入りは考えていません。 西側斜面

4
三ツ沢公園のトリムコースは自転車やバイクが走っていたりと課題がある。今回の野球場は自転
車・バイクは進入禁止で、入口に掲示がされるのか？

（医）公園入口付近に、バイク・自転車の駐輪場を設け、公園内は徒歩で移動することとしていま
す。掲示等についても検討していきます。

園路

5 国道沿いにあるローソンと西側斜面の間に散歩ができる歩道はないのか。
（医）その場所には歩道はできません。野球場の周りは園路を整備し回遊できる計画となっていま
す。

園路

6
野球場はナイターができ、ネットで囲まれるが、その支柱が安全かどうかという説明がない。千葉
県のゴルフ練習場の支柱が折れた件もあり心配。

（医）防球ネットの支柱の高さは10ｍから25ｍのものを計画しています。風荷重等も考慮し、建築
基準法を満たした柱等の設計を行い、設置していく予定です。

防球ネッ
ト

7 建築の専門家が設計しているのか。
（医）設計は、外部委託を行っており、専門家が設計を行っています。防球ネットの支柱等につい
ては、詳細設計の中で建築確認申請を行っていきます。

防球ネッ
ト

8 ナイター照明の数はいくつか？高さはどのくらいか？
（医）ナイター照明は６か所設置します。高さについては15ｍの高さに4か所、18ｍの高さに2か所
です。照明は近隣になるべく光が漏れないよう計画していきます。

照明

9
管理棟のレストスペースについて、常駐の販売員がいるのか。それとも自動販売機等があるだけな
のか？

（環創）現在公園内にあるレストハウスのように、テーブルとイス等が置いてあって休憩できるよ
うなスペースを想定しており、お店が営業するような形式は想定していません。自動販売機は公園
の指定管理者が必要に応じて設置を検討します。

管理棟

10
駐車場30台とあるが、騒音防止策等は考えているか。近くに住んでいるが、車が出入りするのは気
になる。

（医）公園と歩道との境界沿いに柵を設ける予定です。防音壁の設置は現在予定していません。 駐車場

11
病院があったときは救急車の音はあったが、夜は本当に静かだった。駐車場の車が夜中もうるさく
なるのは困る。

（医）防音壁の設置は現在予定していません。 駐車場

12 元の野球場には駐車場はなかったと思うが、三ツ沢公園として30台が追加となった理由は何か。
（医）今回の計画地が元の野球場から離れた位置となるため、野球場を利用される方が使いやすい
ように設置可能な範囲で駐車面積を確保したものです。

駐車場

13

三ツ沢公園の駐車場から既存にあった野球場の距離と今回の野球場との距離はあまり変わらないの
では。説明に矛盾を感じる。
駐車場を10台に減らして緑を増やす考え方はないのか？
この計画の広場が遠くから遊びに来る人がいるほどのものとは思えない。三ツ沢公園に車で遊びに
来る人は、これまでの駐車場で十分と思われる。

（医）野球場以外の目的で公園に遊びに来た方が停められないというのも問題であると思いますの
で、野球場利用者だけでなく、公園に来られた方が誰でも使える駐車場というコンセプトとなって
います。

駐車場

14
駐車場30台はグラウンドの利用者に対して多いと感じた。他の施設の利用者のことも想定している
のか。

（医）主に野球利用者を想定した駐車場ですが、三ツ沢公園の駐車場であるため、他の公園利用者
も利用する想定です。

駐車場

15
駐車場は西側にもっていき、東側を空地にして歩行しやすいようにし、現在のバス停のスペースを
保てるよう、近隣住民が安全に暮らせる設計をして欲しい。近隣住民のことをもう少し考えてほし
い。西側のところに駐車場を造れば騒音は軽減できる。

（医）駐車場を西側に配置する場合、道路への出入口が、国道１号線の信号機待ちの車と交錯する
ため、出入口を設けることは安全上課題があります。また、敷地に高低差があるため、車のアクセ
ス路整備のための造成工事が必要となり、敷地を有効に活用できなくなるなどの課題があると考え
ています。

駐車場



5

三ツ沢公園野球場（横浜市立市民病院跡地）基本設計案説明会（１月16日）　でいただいた主なご質問等とその回答
No. ご質問等 回答（医：医療局病院経営本部　環創：環境創造局） 項目

16 西側の旧病院の緩和病棟側にある駐車場をそのまま使用すればよいのではないか。
（医）今回の整備で西側のがけをなだらかに改善していく計画です。西側斜面が既存の駐車場の位
置に入ってきてしまうため、困難です。

駐車場

17 公園南側の擁壁の上には通路があるが、それはそのままになる予定か。 （医）南側の擁壁は今回工事の整備範囲に含まれないため、通路もそのまま残ります。 外周道路

18
三ツ沢公園全体の再整備の計画があるならば、擁壁もなくナイター設備もある馬術練習場の辺りに
野球場の計画を考えてはどうか。

【説明会では回答しておりませんでしたが、補足回答いたします。】
（医）野球場の整備は市民病院再整備事業の一環として進めてきたものですので、市民病院跡地で
の野球場整備を進めていきたいと考えています。

三ツ沢公
園の再整
備

19
今回の２回だけの説明会だけで５月の実施設計を行おうとするのか。次回の説明会はいつ行っても
らえるのか。

（医）いただいたご意見については、ホームページ上で改めて回答させていただきます。足りない
部分については、補足を行います。

市民への
説明

20 ホームページへの回答だと意見が言えないのでは。
（医）いただいたご意見はホームページで回答していく予定です。不十分な点があれば、随時お問
い合わせいただければ回答します。

市民への
説明

21 野球場の利用は軟式野球とソフトボールだけか？グラウンド・ゴルフなどの利用は可能か？
（環創）軟式野球とソフトボールができる有料施設として公開する予定です。他の用途は現在のと
ころ想定していません。

野球場
運用

22 ナイターの時間はどの程度を想定しているか？テニスコートと同じ時間か？
（環創）利用時間はまだ決定していないので想定の回答となりますが、横浜市内の他の公園のナイ
ターは、野球場、テニスコート共に日没から21時までの利用が通常となっています。今回整備する
野球場も21時までの利用を想定しています。テニスコートのナイターも21時までです。

野球場
運用

23
旧野球場を利用していたので、この野球場ができることはうれしい。旧野球場は冬から春にかけて
は休止していたが、今回は人工芝なので冬も利用できるか？

（環創）野球場は人工芝で計画していますので、冬季の芝養生が不要となります。運用については
今後検討していくことになります。

野球場
運用

24
駐車場の運用としては21時30分には閉め、アイドリング禁止するなどのあらかじめ対策を取っても
らうとトラブルも少なくなる。住居に非常に近接しているので、対策を事前に取ってもらいたい。

（環創）駐車場の運用は24時間出入り可能な形を想定しています。そのため、21時以降にも駐車は
あるものと考えています。アイドリングストップについては、現在も公園駐車場では注意喚起して
いるため、この公園においても、当初から注意喚起を行うことを想定しています。運用後も守られ
ていない事例がみられるようであれば、掲示を強めるなど対策を検討していきます。

駐車場
運用

25

駐車場は野球場利用者だけに限定できないか。サッカーの試合が開催される時には、国道１号線に
出られなくなるほどに両車線とも渋滞してしまう。路上駐車も多い。入口と出口の危険性も感じ
る。このままではサッカーの試合がある時は野球場利用者の駐車ができなくなる。サッカーの試合
時に現場を見て検討をして欲しい。

（医）駐車場の出口については一時停止の表示をするなど、安全対策を徹底し、駐車場は野球場利
用者限定ではなく、公園に来られた方が誰もが使える駐車場を想定しています。
（環創）サッカーの試合時は公共交通機関を利用するよう、呼びかけを引き続き行っていきます。

駐車場
運用

26
野球を予約した人がサッカー観戦者の駐車で満車となり、この駐車場が利用できないといったトラ
ブルが想定される。野球する人のために増やしたということであれば、野球場利用者を優先する運
用も考えられるのではないか。

（医）旧野球場の時は、既存の駐車場が利用されていました。その時と比べ駐車場を30台増やした
計画となっています。今回の駐車場は公園利用者が誰でも使える駐車場としてご利用いただきたい
と考えています。

駐車場
運用

27 野球場を使われる方が使えない駐車場は意味がないと思う。
（医）市内公園で利用者を限定した形での駐車場の運用はこれまでも実績がなく、現時点では、野
球場利用者に限定した利用は難しいと考えています。

駐車場
運用
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