大通り公園（1区～３区）パークマネジメントプラン【概要版】（案）について

第２回意見募集でいただいた「将来像・方針・施策」（案）に関する
代表的なご意見
全体に対するご意見

将来像

・方針1～3はとてもすばらしいと思います。

関内・関外地区の緑の軸線として、花や緑による魅力向上、公民連携
による賑わい創出により、誰もが気持ちよく憩える公園を目指します

方針１（案）

●方針１

・高木の整備についてはやった方が良いと思う。みどりは大切であるが、鬱蒼としてし
まっているため、枝の剪定を行うと明るくなり、カラスなどの鳥が減ると思う。
・大通り公園の２区の根上りは高齢者には歩いていて危険。木の下ではなく、公園の真ん
中を歩かなければならない。
・芝生広場があると魅力的な公園になるのではないでしょうか。
・ウェルカムガーデンエリアの花壇はきれいな状態をキープできる管理手法を併せて検討
するべきです。

「緑の軸線」の花や緑による
更なる魅力向上を目指します。

施策
・関内駅周辺地区のまちづくり計画と連動
公民連携による賑わいの創出など、 ・周辺の事業者等との連携により、公園利用者へのサービス向上につながる
公園として魅力アップを目指します。 横浜らしい新たな魅力や賑わいを創出

・「緑とにぎわいの軸線」を作るため、周囲の施設等と連携し一体的に賑わい、回遊性を
高めるイベントを実施していくことが重要。
・横浜らしい文化や芸術のイベントを開催することにより、様々な世代やバックグラウン
ドの方と交流する場としたい。
・学生や働く人がお弁当を食べれるようなキッチンカー等の移動施設が良い。

・大通り公園から関内・関外エリアの活気と賑わいを創出し、持続可能な公園
経営を推進

方針３（案）
・山下公園、赤レンガとは異なる観光客だけではなく市民向けの市民のためのキレイな公
園になってもらいたいと思います。
・花壇は市民が参加できるスペースがあると、参加者も増えるだろうし良いのではないか。
・健康というキーワードもよいと思う。
・大反対。①うるさい、②ゴミがでる、③治安が悪くなる。
・流れは管理が難しいのでいらないと思います。
・水は癒しがあるのでは、水遊びをやる場所も近くにはない。親子連れで水遊びをする光
景は憩いの場になっている印象も受ける。

ゾーニング図（イメージ） ＞

・多様な主体による公園愛護会の
活性化と花壇の充実
・花壇や植栽等のリニューアル

彫刻

沈床花壇

●方針３
誰もが気持ちよく憩える公園
を目指します。

・芝生広場等の整備（２区）
・飲食機能の導入（２区）
・イベントや賑わいの創出（２区、３区）

施策
・公園利用者のマナー向上や多言語化等の推進
・地域の歴史を大切に、市民の日常利用のため、バリアフリー化など誰もが使い
やすく、きれいで安心・安全な公園づくりの推進
・公園愛護会の活性化をはじめ、地域との協働による公園活用等の推進

切り取り

※水の広場の流れについては、施設の見直しも含め検討

・駅からの玄関口として
花や緑による景観を整備
・魅力的な見通し空間の創出

１区

2区

3区

歩行者空間を確保
・緑の軸線の魅力を、花や緑による景観創出等により実感できる機会を更に創出

●方針２

方針２（案）

< 大通り公園の将来像

施策
・都心部の貴重な緑の空間として、街の美観向上と安全かつ明るく快適な

石のｽﾃｰｼﾞ

水の広場

彫刻

トイレ

花木により
駅からの導線を演出するエリア

ウエルカムガーデンエリア

イベントや賑わいにあふれるエリア
飲食を楽しめ、ゆったりとくつろげるエリア

今後のイメージ
今後のイメージ

今後のイメージ
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大通り公園（１区～３区）パークマネジメント
プラン（案）についてご意見をお聞かせください。
募集締切 令和4年７月３１日（日）まで

※プラン【全体版】（案） は市HPに掲載しています。全体
版の概要を記した【概要版】（案）は当パンフレットになり
ます。

現在の様子
現在の様子
現在の様子

○１～３区全域等に係る内容

・高木の一部整理により、明るく、快適で、安心安全な空間の確保
・周辺公園との連携を推進

② ③

※ゾーニング図で示した内容のほか、将来
像、方針、施策に基づく取組の検討や実施
をしていきます。

大通り公園（１区～３区）パークマネジメントプラン【全体版】（案）

大通り公園 PMP

🔍 検索

大通り公園（1区～３区）パークマネジメントプラン（案）について

パークマネジメントプランとは…

記載項目

パークマネジメントプランの目的
公園の魅力アップにつながる利活用を進めるにあ

第３回意見募集

パークマネジメントプランでは、以下の項目を記載します。
①公園について

たって、公園の立地特性、基本的性格、利用状況、課題

パークマネジメントプランの策定に向けて

（沿革、立地特性、基本的性格、利用状況、公園施設等、課題）

等を踏まえ、公園の目指すべき将来像を地域の方々、

②目指すべき将来像

利用者や担い手（関係団体、民間事業者等）となる皆様
と共有するために策定するものです。

関内駅周辺地区

大通り公園（１区～３区）が位置している関内駅周辺地区は、開港

③方針と施策

以来、横浜の発展をけん引してきた関内・関外地区の中心です。横

④プランの推進体制

浜市では、令和２年６月の市庁舎移転を契機として「国際的な産学

策定の進め方

連携」「観光・集客」をテーマとした機能が集積し、賑わいにあふれる
地区となることを目指し、この地区のまちづくり方針として、「関内

基本となる考え方
公園の目指すべき将来像を地域の方々、利用者や担い手（関係団体、民間事業者等）の皆様と共有しながらプランを作成します。

駅周辺地区エリアコンセプトプラン」を策定しています。
大通り公園
（１区～３区）

大通り公園においては、この方針を踏まえ、公園の将来像を示し

策定の方法と今後の予定

たパークマネジメントプランの策定を進めることで、公園の抱える

①「現状と課題」について

今回は、③「プラン【全体版】・【概要版】」（案）についてご意見
を伺います。
④プラン策定後は、プランに基づき⑤サウンディングや事業
者公募を行う予定です。また、必要に応じて、イベント等による
社会実験を通じて、具体的な課題を共有しながら事業化を推
進します。
※まずは、１区～３区について検討を進めてまいりますが、今後、大通り公園
全体のパークマネジメントプラン についても検討を進めていく予定です。

課題の解決を含めた公園の魅力アップを目指していくこととしてい

②「将来像・方針・施策」（案）について
③「プラン【全体版】・【概要版】」（案）について

今回
実施

ます。
このたび、前回皆様にいただきました「将来像・方針・施策」（案）へ
のご意見を踏まえ、大通り公園（１区～３区）のパークマネジメントプ

④大通り公園(1区～３区)パークマネジメ

ランの【全体版】及び【概要版】（※当パンフレット）の案を作成しまし

ントプランの策定

た。今回はこの２つについてご意見をお伺いします。ご協力のほど、

⑤サウンディング・公募実施（予定）

何卒よろしくお願い申し上げます。

横浜市ホームページに掲載しています。
●大通り公園（１区～３区）パークマネジメントプラン【全体版】（案）

大通り公園 PMP

🔍 検索

●関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン

関内 エリアコンセプトプラン

🔍 検索

切り取り

郵便はがき
料金受取人払郵便
横浜港局
承認

２ ３ １ -８ ７ ９ ０

（切手不要）

第２回意見募集実施結果について

0 0 5

このデータをハガキとして
使用することはできません。
横浜市中区本町６丁目50番地の10
環境創造局 南部公園緑地事務所
都心部公園担当 行

第２回意見募集を実施しました。

次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。
①はがき（左のはがきを切り取り、ご使用ください。）
（切手不要 当日消印有効）
②FAX ： 045-550-3917 南部公園緑地事務所都心部公園担当あて
③電子メール ： ks-toshinbukanri@city.yokohama.jp
④持参 ： 受付時間 ８時45分から17時まで（市庁舎27階）

【属性】 □個人(住民)
□その他（事業者等）
【年代】 □～20歳代
□ 30歳代
□ 40歳代
□ 50歳代
□ 60歳代
□ 70歳代
□ 80歳代以上

１８６件

内容内訳

・将来像・方針全般に関する意見

※その他とお答えの方は年代のご記入は不要です。

６件

時期
・方針・施策（案）に関する意見

◇関内駅周辺地区に関すること
横浜市都市整備局都心再生課 関内・関外地区担当
電話番号 ： 045-671-3963

・ご意見への個別の回答は行いません。また、ご意見を正確に把握
する必要があるため、電話でのご意見の受付はいたしません。
・ご意見の提出に伴い取得した個人情報は「横浜市個人情報
の保護に関する条例」に従い適正に管理し、ご意見の内容に
不明な点があった場合等の連絡・確認の目的に限って利用
します。

等）が進んでおり、学生や、利用者、就業者等、
多様な利用が見込まれます。

意見の件数

◇パークマネジメントプランに関すること
横浜市環境創造局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当
電話番号 ： 045-671-3648

注意事項

・大規模な土地利用転換（関東学院大学開校、横
浜文化体育館（メインアリーナ施設）供用開始

実施結果

応募方法

お問合せ
属性と年代をご記入ください

周辺の動向

「将来像・方針・施策」（案）について、令和４年３月１日～３月18日に

募集締切 令和4年７月３１日（日）まで

８３0８
差出有効期間
令和４年９月
３０日まで

大通り公園（１区～３区）パークマネジメント
プラン（案）について
ご意見をお聞かせください。

１５７件

方針１ 「緑の軸線」の花や緑による
更なる魅力向上を目指します。

３０件

方針２ 公民連携による賑わいの創出など、
公園として魅力アップを目指します。

６２件

方針３ 誰もが気持ちよく憩える公園を
目指します。

65件

・将来像・方針等以外の意見

関東学院大学
新キャンパス開設
(教育文化センター跡地）
(低層部の市民開放エリ
アは2022年内に順次オ
ープン)
メインアリーナ施設 供用開始
（横浜文化体育館再整備事業）

23件

2024
年度

ご意見の分類
「将来像・方針・施策」（案）へ賛同いただいたご意見
（同趣旨又は評価をいただいたものを含む）

９４件

「将来像・方針・施策」（案）へ参考にするご意見

８１件

その他の意見

１１件

④ ①

2023
年度

関内駅周辺地区の
主な開発等の予定

2025
年度

旧市庁舎街区
竣工予定（2025年下期）

