「（仮称）旧上瀬谷通信施設公園基本計画（素案）」に対する
市民意見募集の実施結果について

１

市民意見募集の実施概要

実施概要
令和２年 12 月 17 日（木）から令和３年１月 15 日（金）まで

実施期間

（30 日間）
リーフレット

公園緑地整備課、市民情報センター、区役所（旭区、瀬谷区）、PR

配布場所

ボックス（旭区、瀬谷区内の公共施設、鉄道駅等の PR ボックス）
にて配布のほか、市ウェブサイトで閲覧

意見提出方法

はがき（切手不要

基本計画（素案）のリーフレットに添付）

ファクス、電子メール、電子申請システム（市ウェブサイト内）、
持参（市庁舎 28 階

２

公園緑地整備課上瀬谷担当で受付）

市民意見募集の実施結果
意見通数（通）

意見総数（件）

227

416

提出方法

意見通数（通）

はがき

82

FAX

54

メール

38

電子申請

50

持参

3
合計

住所別
鶴見区

意見通数（通）

11

住所別
旭区

意見通数（通）

39

227

住所別
戸塚区

意見通数（通）

19

神奈川区

3

磯子区

2

栄区

6

西区

8

金沢区

2

泉区

8

中区

7

港北区

7

瀬谷区

南区

13

緑区

4

横浜市外
不明

港南区

5

青葉区

2

保土ケ谷区

7

都筑区

1

50
6
27
合計

227

３

意見の内訳
項目

意見数

公園について

公園計画の基本テーマについて

９

公園整備の８つの方針について

108
39

エリアの考え方について

336

144

公園施設について

その他

公園の維持・管理等について

36

旧上瀬谷通信施設の土地利用について

61

周辺の交通について

15

その他

４

80

416

合計

４

計

いただいた意見への本市の考え方
分類

本市の考え方

意見数

反映

原案に反映したもの

72

含む

ご意見の趣旨が素案に含まれていると考えられるもの

64

賛同

計画にご賛同いただいたもの

19

検討

継続して検討していくもの

参考

今後の参考とさせていただくもの

28

関係部署に情報提供させていただくもの

80

情報提供

153

合計

416

次ページ以降では、皆様からいただいたご意見とその分類、本市の考え方を掲載して
います。
〇ご意見の内容により分類して掲載しています。
○いただいたご意見については、原則原文のまま掲載していますが、繰り返しなどで
文章量が著しく多い意見等や、文章が難解な意見等は、表現を一部編集している場
合があります。
〇複数のご意見に対して一括で考え方を掲載しているものもあります。

いただいたご意見とご意見への本市の考え方
№

ご意見

分類

本市の考え方

反映

いただいたご意見を踏まえ、「公園計画の基本
テーマ」の表現を変更しました。「みどり」とと
もにある持続可能で多様なライフスタイルを実
践・発信する公園となるよう、引き続き検討して
いきます。

公園について（336件）
公園計画の基本テーマについて（9件）
1

2

3

瀬谷に昔からある自然の復元や保存をする場があっても良い。「自然の恵み」
といっても、人の手が多く加えられ違和感がある。

基本テーマにある「持続可能な新しいライフスタイル」はイメージが描けな
い。人・環境・社会と調和した新しい暮らしといったわかりやすい表現への見
直しが必要ではないか。

反映

「みどり」というキーワードよりも市内で不足している総合運動公園機能を入
れてほしい。
反映

4

横浜全体の視点に立ち、しっかりと緑を残した公園を作って欲しい。基地跡は
無理に開発されておらず環境が保全されている。

含む

5

6

7

8

9

「暮らし」や「ライフスタイル」という言葉を入れて、緑の力で生活を変えて
いくことを目指す考えに好感が持てた。
みどりをテーマにした多目的な公園を目指していると理解しました。里山・雑
木林のように、地域の人間と自然が共生できるような場所を作る方が良いと思
います。人の手を加えるのは最小限にし、野生の動植物が根付くような場所を
創造する方が長期的な視野で有益かと思います。
良質な自然がどんどん減り続け、緑被率を達成できない横浜市に残された、貴
重な自然地に近い場所をこれ以上減らさない施策を望む。「みどり」を冠し
て、ニセモノの「みどりの場所」を増大させることには反対である。
花博を活かしインパクトテーマを「花に特化した世界にたった１つの公園、
テーマパーク」とする。例えば
・花泊、花キャンプ 花の匂いに包まれての宿泊。花を自分で煮詰めて世界に
１つの香水。花の食材レストラン。
・自分で植えて咲く時見に来る参加、リピート形。勿論世界中からの花。花形
特化花火大会。
里山ガーデンの小さな成功を大きく活かし参加型、リピート型を加え、テーマ
パークを募集するのが良い。
「みどり」をテーマにするのは良いが、ひらがなの「みどり」はダサくて若者
にアピールしない。子連れファミリーか老人ターゲットに聞こえる。

賛同

いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、スポーツやレクリエー
ションなどができる公園とすることを、原案に反
映しました。また、「主な施設」に「硬式野球
場」「運動広場」等を追加しました。施設の詳細
等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検
討していきます。
いただいたご意見の趣旨は、「公園計画の基本
テーマ」や「公園整備の８つの方針」で記載して
おり、素案に含まれていると考えています。花と
緑、農、水の風景が広がる上瀬谷で、「みどり」
とともにある持続可能で多様なライフスタイルを
実践・発信する公園となるよう、引き続き、検討
していきます。具体の施設等は、今後、設計等を
進めるなかで、継続して検討していきます。
いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

検討

検討

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

公園整備の８つの方針について（108件）
10

地球温暖化対策を重視して欲しい。

反映

11

SDGsを進める今、環境問題を重視する姿が横浜にふさわしいと考える。多量消
費を生むような政策や施設はやめて欲しい。

1

反映

いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更しました。国際園芸博覧会の
レガシーでもある、SDGsの実現やSociety5.0、
カーボンニュートラルの推進等の理念を継承して
いきます。また、グリーンインフラの導入によっ
て自然がもつ様々な機能を発信し、気候変動に適
応した新たなモデルとなる公園とすることを、原
案に反映しました。具体の施設等は、今後、設計
等を進めるなかで、引き続き検討していきます。

№

ご意見

12

地球温暖化を大変心配している。せっかくの広い大地を活かした計画をしっか
りたてて進めて欲しい。

分類

反映

13

14

15

博覧会会場をパリ万博のように活用し、美しい未来都市を作ることが望まれ
る。
旧上瀬谷通信施設敷地は約242haと広大な土地であり、横浜市にとって貴重な
土地、第５期科学技術基本計画における新しい社会(Society5.0)の考えを取り
入れた都市開発が望まれる、未来都市については、トヨタが静岡県裾野市に建
設する「ウーバン・シティ」が参考になる、計画地が美しい未来都市に成長す
ることは、横浜市全体の未来都市化を推し進めることになる。
地球温暖化対策としての取り組みの強化として、学習や事業内容の計画を具体
化して下さい。

反映

反映

SDGsに向けた学習施設や事業化、市民が望むスポーツ施設など具体的な内容を
示して欲しい。

反映

16

維持費、インフラ費用が掛かるのでは？
ボランティアにも活躍の場を。

この先、運用できるか？

年配者の

反映

17

広大な土地なので多種多様な体験ができる公園にしてほしい。スポーツ、アウ
トドア、自然体験、農業など。
反映

18

今後の未来を担う子どもたちに、環境をこれ以上悪くしないという環境教育が
できる現場を確保しなければ、横浜市に未来はないと考えている。良質な環境
教育の場づくりに期待する。
反映

19

本市の考え方
いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更しました。国際園芸博覧会の
レガシーでもある、SDGsの実現やSociety5.0、
カーボンニュートラルの推進等の理念を継承して
いきます。また、グリーンインフラの導入によっ
て自然がもつ様々な機能を発信し、気候変動に適
応した新たなモデルとなる公園とすることを、原
案に反映しました。具体の施設等は、今後、設計
等を進めるなかで、引き続き検討していきます。

いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更しました。国際園芸博覧会の
レガシーでもある、SDGsの実現やSociety5.0、
カーボンニュートラルの推進等の理念を継承して
いきます。また、「主な施設」に「硬式野球場」
「運動広場」等を追加しました。「体験学習・展
示施設」も含め、施設の詳細等は、今後、設計等
を進めるなかで、引き続き検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、公園の維持管理など、多
様な主体が参画・運営することができる公園とす
ることを、原案に反映しました。具体の施設等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。
素案に含まれている内容やいただいたご意見を踏
まえ、「公園整備の８つの方針」の表現を変更
し、スポーツやレクリエーション、自然体験や環
境学習などが行える公園とすることを、原案に反
映しました。具体の施設等は、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、自然体験や環境学習など
が行える公園とすることを、原案に反映しまし
た。具体の施設等は、今後、設計等を進めるなか
で、引き続き検討していきます。

環境教育の発信、それを経験できる場。
反映

20

ファミリーで楽しめる自然と一体化した公園。季節の花や緑を実感できる季節
感のある空間として欲しい。
反映

21

春夏秋冬、いつ来ても楽しめる魅力ある公園づくり。
反映

22

23

四季を通して花壇がきれいで、横浜市外からも多くの来園者が訪れる様な公園
が良い。
公園は四季に分けて設計し、春地区は桜（ソメイヨシノを除く）カワヅザク
ラ、オカメ桜、フゲンザクラ等、夏地区は白花ネム、赤花ネム、クロモジ等四
季にふさわしい樹木を植生して自然の様相にする。そこに森林散歩道を設置し
て、花や樹木を楽しめる自然路にする。

2

反映

反映

いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、四季を通じて楽しみなが
ら自然と触れ合う心地よさや喜びを感じられる公
園とすることを、原案に反映しました。具体の施
設等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き
検討していきます。

№

ご意見

24

季節感のある植物を観賞できる、日本最大規模の公園。せっかくの広大な土地
を遊園地のような人工物ではなく、自然を活かす。

分類

反映

25

何よりも災害時に頼れる場所になってほしい。レガシーやグリーンインフラな
どカタカナでごまかす様なことはせず、台風などで水害が起きた時に水はけが
良いなど、災害時に安心して集まれる場所に整備してくれれば良い。
反映

26

本市の考え方
いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、四季を通じて楽しみなが
ら自然と触れ合う心地よさや喜びを感じられる公
園とすることを、原案に反映しました。公園の規
模についてのご意見は、今後の参考とさせていた
だき、あわせて関係部署にも情報提供します。
いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、できる限りまとまった
オープンスペースを確保することで、災害時には
「広域応援活動拠点」や、地域の避難場所として
防災機能を発揮する公園とすることを、原案に反
映しました。具体の施設等は、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

地震や水害などの避難場所としても使えるといいなと思います。
反映

27

緊急避難場所の確保（大災害時）。
反映

28

あれだけ広大な土地で、平坦で周りに川もなく、幹線道路、高速道路が近くに
あり、災害が起こった時に、仮設住宅や、仮設で病院など、色々な対応ができ
る。
反映

29

８つの方針の方向性については納得するが、その具体的な記載が無いので判断
に困る。
反映

30

地形を活かして家族で楽しめる公園がいい。

含む

31

人工的な公園と自然を生かした公園が共存する場になってほしい。
含む

32

豊かな自然を残す。
含む

33

自然を残して欲しい。
含む

34

生物が多数暮らせる大きな木が植わった、自然豊かな公園にして欲しい。
含む

35

誰でも土に触れあうことができる公園が欲しい。
含む

36

37

38

生物生態系をできる限り残すことで【1.「緑」と「水」を基調】とする憩いの
場が保たれる。市内でもこれほど広範囲に人の手が入らないまま生物生態系が
残されたエリアは少ない。現状の生態系そのものが、残すべき地球環境の見
本・お手本になっている。
人工の手を加えない不作為の手法を取り入れながら「豊かな自然環境が残され
ている」ことを最大限生かすよう望む。通信施設跡地には貴重な昆虫類、草花
などが生息し、隣接する瀬谷市民の森などと一体化した生態系を形作ってい
る。

含む

含む

既存樹木を保存し、現地形を活かした公園づくり。
含む

39

できる限り緑地として良質の自然環境を広範囲で保全・再生していただきた
い。体験してもらうと同時に野生の動植物の保護を図って欲しい。

3

含む

いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、できる限りまとまった
オープンスペースを確保することで、災害時には
「広域応援活動拠点」や、地域の避難場所として
防災機能を発揮する公園とすることを、原案に反
映しました。具体の施設等は、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。災害時
の利用についてのご意見は、関係部署に情報提供
します。
いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更しました。施設の詳細等は、
今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討して
いきます。
いただいたご意見の趣旨は、「公園整備の８つの
方針」で記載しており、素案に含まれていると考
えています。残された自然をいかした公園となる
よう、引き続き、検討していきます。具体の施設
等は、今後、設計等を進めるなかで、継続して検
討していきます。

№

ご意見

40

極力開発をせず、現在の自然環境を残して下さい。実効性の乏しい「まちづく
り」や「にぎわい」創出のために公共事業を推し進めるのは、もはや時代遅れ
です。ご存知のように、「旧上瀬谷通信施設跡地」は「瀬谷市民の森」や「追
分市民の森」と隣接しています。それら周辺地域とひっくるめて、緑や生物多
様性の保護にこそ力を入れるべきです。同跡地は米軍に接収されていたおかげ
で、この地＝相模の国の原風景がほぼ手付かずの状態で残っています。古戦場
との言い伝えもある平原が広がり、その彼方には青々と連なる丹沢の
峰々・・・電柱や街灯すらなく、まるで昭和30年代で時間が止まったかのよう
です。都市近郊でこんな風景が残っているのは、もはや奇跡としか言いようが
ありません。横浜市のHPでは「長年にわたって自由な土地利用が制限されてお
り、市街化が抑制されてきました。」とありますが、それをむしろ強みとして
欲しいのです。商業施設やら大花壇やらバーベキューサイトやらは必要ありま
せん。そんなものは他にいくらでもあるじゃないですか。「旧上瀬谷通信施設
跡地」には、ここにしかない緑や広い空、静寂、ゆったりとした時間が残って
います。それを大切にして下さい。一度失われてしまったら、もう永久に取り
戻すことはできません。
跡地ではここ数年で多くの木々が伐採されてしまったものの、以前は様々な野
鳥の姿を目にし、さえずりを耳にすることができました。キジも盛んに鳴き交
わしていたものです。近年、近隣の瀬谷区や旭区では宅地開発が進み、緑や生
き物が急速に減少しています。生き物たちにとって、「旧上瀬谷通信施設跡
地」は横浜に残された最後の聖地です。この広大な草地を守ることは、ヒート
アイランド現象や温暖化対策にもなります。

41

42

分類

自然の探検、昆虫探しや採集ができる公園にして欲しい。
小さな幼児がのびのびかけ回れ、ホタルが乱舞する湿地、ヒバリがさえずる草
原を作ってください。

本市の考え方
いただいたご意見の趣旨は、「公園整備の８つの
方針」で記載しており、素案に含まれていると考
えています。残された自然をいかした公園となる
よう、引き続き、検討していきます。具体の施設
等は、今後、設計等を進めるなかで、継続して検
討していきます。

含む

含む

子どもが自然と触れ合える公園がいい。
含む

43

44

45

・植栽するのなら、原生植生の樹木を植えてほしい。
・現在残っている樹木、桜や杉、松などはそのまま残してほしい
・瀬谷区は、照葉樹林帯になるはずだから、ナラ、クリ、タブノキ、ツバキ、
トベラなども植えてほしい。
上瀬谷の「緑」と「水」を基調とした公園を希望。
次の文言挿入のご検討を希望：上瀬谷の原風景である農景観や米軍施設の跡地
という独自の歴史性により残された自然と隣接する複数の市民の森(瀬谷市民
の森・上川井市民の森・追分市民の森・矢指市民の森)を融合させた広域的な
緑豊かな公園とします。

含む

含む

花博のレガシーを引き継ぎ、後世まで集える公園を望みます。
含む

46

47

48

国際園芸博覧会のレガシーとして、横浜市内の人しか使えない施設ではなく、
皆が使えるような施設が良いと思う。

含む

花博のレガシーを引継いだ、ガーデンシティ横浜のシンボルとなる公園づくり
を望む。

含む

日本人は緑が好きなので、夏の暑さや紫外線対策として、緑陰を多く設け、見
て美しいだけで無く機能を持った緑を沢山設けて欲しい。
含む

49

50

保水機能の充実をしてほしい。理由は、本公園の中を流れる相沢川の下流に住
んでいるからです。境川流域です。
具体的には以下を要望します。保水力の高い樹木を植える。雨水貯留池をつく
る。透水性舗装とする。

いただいたご意見の趣旨は、「公園整備の８つの
方針」で記載しており、素案に含まれていると考
えています。隣接する市民の森との連携を前提に
エリアを設定しており、今後、設計等を進めるな
かで、具体的に検討していきます。
いただいたご意見の趣旨は、国際園芸博覧会のレ
ガシーの継承・発信として、「公園整備の８つの
方針」で記載しており、素案に含まれていると考
えています。具体の施設等は、今後、設計等を進
めるなかで、継続して検討していきます。

いただいたご意見の趣旨は、グリーンインフラの
展開として、「公園整備の８つの方針」で記載し
ており、素案に含まれていると考えています。具
体の施設等は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。

含む

グリーンインフラを取り入れた公園づくり。
含む

51

防災面からもグリーンインフラ整備に力を入れて欲しい。
含む

52

GIの効果を実感でき、隣接する市民の森と広域的連携により自然が持つ様々な
機能を発信する拠点整備を希望。
含む

4

いただいたご意見の趣旨は、グリーンインフラの
展開として、「公園整備の８つの方針」で記載し
ており、素案に含まれていると考えています。隣
接する市民の森との連携を前提にエリアを設定し
ており、具体の施設は、今後、設計等を進めるな
かで、引き続き検討していきます。

№

ご意見

53

当公園は、今後(長期的な未来)の生活に安心を与えるためのものとして有効に
活用して頂きたい。スポーツ施設・運動公園など。幅広い年齢層が平均的に利
用できる場所にして頂きたい。

分類

含む

54

55

広大な土地を活用した横浜特産品の開発・生産。横浜市内の農地や自然が年々
減少する中、子供たちの食や植物に対しての意識が下がる事が心配。（当社で
お手伝いできる事として「横浜メロン」）。
①上瀬谷に栽培圃を作り生産希望者を募り、農業体験やメロン狩りなどのイベ
ントを行う。
②生産物は横浜の観光地や中心街で販売・宣伝を行い名産品としての知名度を
上げる。
③上瀬谷の農園では、農業体験・収穫体験などの企画し、食育や花育などにも
役立てる。

含む

花博開催後は防災公園として整備して欲しい。
含む

56

本市の考え方
いただいたご意見の趣旨は、スポーツやレクリ
エーションなどができる公園として、「公園整備
の８つの方針」で記載しており、素案に含まれて
いると考えています。施設の詳細等は、今後、設
計等を進めるなかで、引き続き検討していきま
す。
農園についてのご意見は、「公園整備の８つの方
針」で記載しており、素案に含まれていると考え
ています。施設の詳細等は、今後、設計等を進め
るなかで、引き続き、検討していきます。その他
のご意見については、関係部署に情報提供しま
す。

いただいたご意見の趣旨は、防災・減災に資する
公園として、「公園整備の８つの方針」で記載し
ており、素案に含まれていると考えています。具
体の施設等は、今後、設計等を進めるなかで、継
続して検討していきます。

地区の防災のための防災公園づくりを検討してほしい。
含む

57

地震災害等の避難地として転用できるように空けておいて下さい。
含む

58

小さな子供が遊ぶ公園

含む

59

公園整備の8つの方針に賛成。
賛同

60

いただいたご意見の趣旨は、楽しみながら自然と
触れ合う心地よさや喜びを感じられる公園とし
て、「公園整備の８つの方針」で記載しており、
素案に含まれていると考えています。具体の施設
等は、今後、設計等を進めるなかで、継続して検
討していきます。
いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。

8つの方針に賛成、良いと思う。
賛同

61

全体に特に問題なく賛成です。
賛同

62

８つの方針については共感。
賛同

63

整備方針は7が特に重要。
賛同

64

公園にすることは良い、できるだけ自然の環境を残してほしい。
賛同

65

66

67

旧瀬谷通信帯跡地に公園が出来ると言う事ですごく楽しみにしてる。
家の近くには大きな公園がなく、瀬谷本郷公園は自宅から２キロほど離れてい
るので歩いて行くには少し遠い。
基本計画は良く出来ていると思います。提案として、公園も夜間の電灯やトイ
レその他電気が必要である。脱炭素の時代を踏まえ、再生可能な自然エネル
ギーを取り入れた計画はどうだろうか。全国に先駆けて、エネルギーの地産地
消を横浜から発信する。

賛同

賛同

横浜は水害に弱いのでは？ 災害時に備えるのも必要。アクセスが乏しいため
応援活動拠点としては問題あるが防災対策自体はよい。
賛同

68

農業体験は素晴らしいと思うが、今も農地の脇道にゴミを捨てる人が多くてこ
まっている。
賛同

5

いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。具
体の施設等は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。エネルギー利用につい
てのご意見は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。
いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。具
体の施設等は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。災害時の利用や水害に
ついてのご意見は、引き続き検討し、あわせて関
係部署にも情報提供します。
いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。施
設の詳細等は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。ゴミの問題について
は、関係部署に情報提供します。

№

ご意見

69

以前ここに野鳥観察に行ったことがあるが、ヒバリが囀る素敵な場所でした。
できるだけ今の状態を保持して、人間にとって都合のいい作られた自然ではな
く、生き物が住みやすい自然を残し、それを守っていこうという気持ちを伝え
られるような施設にして下さい。

70

71

72

分類

土手でのセリ摘みや、どんぐり拾いなどの体験や、様々な野草が見られ、ヤギ
が草を食む野原の風景など、昔当たり前に見られた風景を再現して欲しい。
瀬谷のいい所、自然でゆったりとしている部分をそのまま残してもいいと思い
ます。
今の里山の良い所を残して、川の源流・植物・生き物観察などの自然体験イベ
ントを増やしていって欲しいです。
近所の住民で、上瀬谷跡地一帯の広々とした空間を好んで過ごしてきました。
具体的に何かを考えているのか？

検討

検討

検討

題目は良い。
検討

73

74

75

一度壊した自然は元の戻らない。自然を残した方がよい。旧施設（通信隊当時
の）もある程度残すべき。

検討

大都市横浜に残る貴重な農地・自然を守って欲しい。金儲けのために壊さず、
市民が憩える場としての活用法を。

検討

自然公園として使うことを希望（お金を掛けない、利権を生ませない）。
検討

76

77

78

シンプルに自然公園が良い。箱物（建物）は不要。活用方法が決まった時でも
簡単に工事が可能、維持費もローコスト。
自然豊かなこの地をこのように整備する必要があるのか疑問。老若男女が安全
で安心してくつろげる場にできないか。「森や木立ち、ただただ広がる芝地」
と「人工的な自然」を比べた時、私たちの生活に不可欠な場所はどちらでしょ
う。

検討

検討

旧深谷通信施設と合わせ、地球温暖化対策を具体化して欲しい。
検討

79

80

81

82

83

84

85

86

国際園芸博覧会に向け、市内全体の緑・水・農の資源にさらに磨きをかけて、
この公園をその代表としてほしい。この公園では、脱炭素などグリーンリカバ
リーを表現し、未来に夢と希望が発信できる計画を進めてほしい。

検討

GIについては具体的にどういったものを想定しているのか(浸透ますや植樹に
よる雨水流出抑制）か示してほしい。脱炭素や再生可能エネルギー供給活用も
検討してください。

検討

生物多様性基本法やヨコハマｂプランの理念を旧上瀬谷通信施設公園の計画に
反映させることを望む。
相沢川についてはエコトーンの復元により水辺の生態系の復元・保全を行って
欲しい。
相沢川の周辺部は、遊水地の機能を持たせグリーンインフラとしての活用をし
て欲しい。

検討

GI展開による社会基盤整備の取組みとSDGs未来都市・横浜の取組との両輪で推
進するための整合性を謳いあげて頂きたい。

検討

屋内施設を有する利益性の高い公園施設等の構築を希望(民間企業によるプラ
ンニング）。

検討

利益を優先する施設には絶対にしないで下さい。高齢化が進み経済力のない市
区民が懐の心配なく行ける施設を望みます。

検討

自然とカッコよく交わっている街をお手本としつつ、独自の雰囲気を持つ街の
拠点となるセンスの良い公園を希望。

検討

魚や水生生物が観察できる既存の川を活かした公園。
検討

87

瀬谷区は田舎です。都会ではないので、華やかさはいらない。
検討

88

現地を少し歩いてみたが、何も無いような所で、このような景色の所に人が来
て楽しめる・面白い所だと思うだろうかと気になった。
横浜市は、ここの土地の生産性を上げたいのでは無いかと考えている。

6

本市の考え方
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

№

ご意見

89

計画地は、新しい生活様式、ライフスタイルを提案する憧れのアーバンカント
リータウンを目指すべき。
瀬谷区は元々横浜の中でも田舎で、何の特色もない、子供たちが将来瀬谷で
育ったことを自慢できるような街にしたい
この公園をセンス良く作ることができれば、湘南やオレゴン州ポートランドな
どの自然とカッコよく交わっている街をお手本としつつ、独自の雰囲気を持つ
街の拠点となることができるはずです。

90

91

92
93

94

95

96

分類

残された生態環境を維持することに資金投入すべき。【4.緑の多面的機能の発
信】は持続可能なライフスタイルを維持するためにも重要なコンセプトなの
で、計画を必要以上に多面化し、多くの資金を投入することで暮らしを豊かに
見せていく政策は、時代遅れ。資金計画を最小限にしながら、できるだけ豊か
な環境の市民公園として維持していくために、自然生態系の再生産サイクルを
生かすような、次世代を見据えた新しいコンセプトに基づく計画を願う。

検討

検討

「ＳＤＧｓ未来都市・横浜」のビジョンと共有した取組みであるならば、市民
に理解できるように平易に解説して頂きたい。

検討

首都地下直下型地震が予想される近い将来に対する備えの形はどこにあるの
か。

検討

博覧会の理念てなに？意味不明。 記念公園？それって必要？ 発信拠点、必
要ない。レガシー？ 花博というキーワードを残すだけでいいのでは？ ほと
んどの人は、レガシーを求めていないのでは？

検討

せっかく広大な敷地があるので、どの世代でも嬉しいものがいくつかあると良
い。

検討

特に地球温暖化・自然破壊に関し大いに危機感を持っております。
公園・防災ゾーン：大きな自然災害に対応する能力を高める為に、大災害に備
えた食料備蓄・川連結や井戸深堀等での水補給体制の確立。水は公園内全ゾー
ンの全ての需要を公園内で満たせる体制を整え外部からの調達を不要とする。
全てのゾーンで極力自然を残し、地産地消の見地で施策を検討する。

検討

私たちのなじみの和泉川上流の水源地はなるべくそのままにして利用してほし
い。

検討

市民の力を活かせる未来都市の緑ゾーンをつくりたい。電力が必要ならそれも
すべて賄えるような設備も導入して欲しい。

検討

国交省の河川工事では、今ある良い自然環境は残し、さらによりよい自然環境
を作るようにしていると聞いている。横浜市の公園整備でもぜひ、このような
配慮をしてほしい。

検討

里山ガーデンの様に花が綺麗な公園づくりをして欲しいが、開園時期の限定が
あることは望ましくない。

検討

100 植栽管理に手間のかからない植栽方法を選択し、いつ行っても花が楽しめる公
園づくりをして欲しい。

検討

97

98

99

101 現状瀬谷区近辺の公園は基本的に幼児向け。高校生以下の学生たちが活発に体
を動かすことができ、年齢、性別、国籍の垣根を超えた交流のできる場所を提
供して欲しい。インバウンドを考慮し客層は国内外問わず、何度も訪れたい公
園。
桜並木、The瀬谷、象徴であることを忘れないように移設等を希望。
102 予約を必要とせずいつでも遊びに行ける公園。また団体ではなく個人を優先し
た施設への投資をして欲しい。個人に的を絞ることにより公園の施設は曜日を
問わず集客の見込みが高いのではないか。
103 あのまま何もせず自然を残してほしい。誰もがいつでも散歩したり、ピクニッ
クしたり、自然豊かな場所を壊さないでほしい。野球少年や、健康維持でマラ
ソンしている人も沢山いる。農地もあり四季折々の野菜を作ったりと、自然が
いっぱい残っている場所です。
104 農とは専業農家の事？ 具体的には？農業法人の立ち上げ 農業人口が減って
いる 将来のために子供たちとの農業経験 簡易宿泊施設？ 四季を通じた経
験が必要では。道の駅とのコラボ、せやウドの復活！栽培はやはりトンネル。

7

本市の考え方
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

検討

検討

検討

ピクニックや野球、マラソン等の現在の利用につ
いてのご意見は、今後、設計等を進めるなかで、
引き続き検討していきます。その他のご意見につ
いては、今後の参考とさせていただきます。
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討し、あわせて関係部署
にも情報提供します。

№

ご意見

105 災害時の避難者利用を前提とした設備・建築計画。トイレ・水道・ヘリポー
ト・物資保管・多量の災害廃棄物搬入経路と場所・自衛隊車両の位置などの検
討。また近年の庁舎や体育館は災害時の避難前提に設計されており、例えば、
男子トイレの個室が、必要に応じて女子トイレとして機能できるような考え
方。地震で家屋倒壊多数時に仮設住宅建設が速やかに可能な事前計画。
106 近い将来起こるであろう地震などの災害時にも、必要となった際に即対応でき
るような形での場所になるようにしてもらいたいです。
身体的・精神的、年齢、様々なことで、避難所で過ごしにくい方たちが大勢い
ます。
また、”ペット同伴での避難場所の確保”も必要だと思っています。
リハビリ・医療・福祉施設、児童公園などができれば、助かる人、救われる
人、増えると思います。
援助不足により、生活の一般的なラインに立てていない者もいます。補助が少
ないために、人材整備も含めて、スムーズにいかない施設などもあります。も
しレジャー施設ができれば、人は入り、収入も増えるでしょう。でもそれら
は、平均的な暮らしをしている人たちにとってのプラスの(楽しむ)場所です。
日々現場で必死に、考えて悩んで行動して、苦しんでいるところがあります。
改善を要することは数えきれない程あるのです。そこを整備していって欲しい
です。外から見て豊かな市ではなく、市民ひとりひとりの豊かな生活をどうか
守ってください。そういった、今現在の市民の声を「大事」に汲み取ってもら
い、多くの人たちが納得のいくような場所であって欲しいと願います。

分類

本市の考え方

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。災害時
の利用についてのご意見は、関係部署に情報提供
します。

検討

107 「災害に強い横浜市」にして欲しい。災害時には仮設住宅等が作れるようにし
て、公園計画を進めて欲しい。

検討

108 深谷公園と同様な、災害廃棄物置き場や仮設住宅をつくれるようにしてほし
い｡

検討

109 深谷通信隊の場所のように、防災拠点的なものを作った方が良い。または高度
医療ができる病院があった方がいい。

110 このパンフレットの説明では2020年旭区瀬谷区の公会堂で聞かれた説明会の内
容が正しく反映されていない。テーマパークや土壌汚染に関することはどう
なったのか。
未来のエネルギー（再生）を指し示すものであってほしい。農業と雇用と売電
収入の伴うものなど。

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。病院に
ついてのご意見は、関係部署に情報提供します。

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。テーマ
パーク等のまちづくりに関するご意見は、関係部
署に情報提供します。

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

111 民間活用は適切ではないと思う。

112 ウィズコロナの時代、ビジネス中心の社会では住民の生活は守れない。以前は
横浜も考えていた福祉を重視した町こそが今求められていると思う。上瀬谷の
基本計画は今のコロナ時代に合わない、ビジネス重視の計画に大きく変化して
いる。自治体の本旨は地域住民の福祉の増進を基本とすると地方自治法も規定
している。この基本に基づく計画にこそウィズコロナ時代の事業のあるべき姿
だと思う。
113 「防災・減災に資する公園」は南部ではなく、北部の物流ゾーンの南側に広く
配置してしっかりした施設にすることが、非常時に対応できる拠点として機能
性が高まると思います。一般的な災害だけでなく、新型コロナなどの防疫対応
施設なども含めてゆとりを持った規模で始め、市民に安心感を提供していただ
きたいと思います。約100年前の関東大震災の震源地は東京都ではなく、相模
湾であった事実を忘れることなく、早急かつ真剣に考えて対処していただきた
いと思います。出来れば神奈川県との協調体制が望ましいと思います。是非と
も再考をお願いいたします。

参考

参考

114 公園をテーマパークなどに利用しないで欲しい。
参考
115 ８つの方針について詰め込みすぎて何をしたいのか分からない。もう少し絞っ
たほうが分かりやすい。
参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。方針を踏まえた具体の施設等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。

116 ８つもの方針では印象分散し、普通の公園となり、何が新しいかわからない。
参考
117 素案のような「お決まり」の計画ではなく、もっと効果的な活用を望む。例え
ば、すべての土地を農地として、有効活用すべき企業誘致を行う。条件は、自
然エネルギー、有機農法、雇用促進。上瀬谷地区は、交通の便が悪く、憩いの
場としての発展は期待できないが、大規模農業による生産物は、物流輸送に
とっては便利な地域であり、横浜や東京という大消費地に直結している。思い
切って民間に委ねて、徹底的に効果的に利用して頂きたい。

8

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただき、あわせて全体の土地利用についての
ご意見は、関係部署にも情報提供します。
参考

№

ご意見

分類

本市の考え方

反映

いただいたご意見を踏まえ、２つのエリアを統合
し、原案に反映しました。スポーツも含むレクリ
エーションやアウトドア活動、憩いの場としての
機能を拡充しながら、公民連携による公園の魅力
や利用者サービスの向上を図り、街の賑わいにも
つなげていくため、「みどりの賑わいエリア」を
「みどりのレクリエーションエリア」と統合し、
「みどりの賑わい・レクリエーションエリア」と
して、一体的に整備していきます。具体の施設等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。

エリアの考え方について（39件）
118 賑わいエリアには、単純に物販施設を置くのではなく、野球やサッカーなどの
スポーツ施設と融合した商業施設など、賑わいを出しながらお金が稼げる複合
的な機能を配置すべき。

119 スポーツを賑わいの目玉とするような施設を作るのも良い。単なる商業施設よ
りも賑わいも出るし、人も多く集まる。

反映

120 みどりの賑わいエリアが道路を横断する様な形になっていて危険ではないか。
北のエリアと接続するのかもわからない。

反映

いただいたご意見を踏まえ、公園区域の変更を行
いました。

121 なんでこんな形なんですか？形が悪すぎる。
反映
122 公園・防災ゾーンをもっと大きくして欲しい。そして区民が市民が希望するレ
クレーション・スポーツ施設の建設をお願いしたい。
反映

123 みどりの実践エリアは瀬谷市民の森と隣接しているので、自然がなるべく手つ
かずの状態で保存してほしい。例えば人の往来が最小限となる遊歩道程度の整
備にできないか。
含む

124 子どもや学校、学生が環境を勉強できる緑の保存エリアを作ってほしい。でき
る限り自然な状態に戻して、遷移を見ていくとか。河川は、三面コンクリート
張りはやめて自然な状態で保存。ほたるがいるとデートスポットに使える。
含む

125 生き物が観察できる草むらがほしい。
含む

126 「みどりの発信エリア」について、桜並木、花壇、原っぱ、散策路、体験学習
場などに利用してはと思います。跡地の東部全体に細長く配置してはと思いま
す。
含む

127 「みどりの実践エリア」について、桜並木、花壇、原っぱ、散策路、体験学習
場などに利用してはと思います。跡地の東部全体に細長く配置してはと思いま
す。
含む

128 レクリエーション施設やスポーツ施設の建設は賛成。これらの施設がつくられ
るよう公園エリアを大きくできないか。
賛同

9

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「硬
式野球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加
しました。施設の詳細等は、今後、設計等を進め
るなかで、引き続き検討していきます。公園・防
災ゾーンについてのご意見は、関係部署に情報提
供します。
いただいたご意見の趣旨は、「公園整備の８つの
方針」で記載しており、素案に含まれていると考
えています。具体の施設等は、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。森の散
策路等を予定しており、エリアの特徴を生かした
整備を進めていきます。
いただいたご意見の趣旨は、「エリアの特徴」で
記載しており、素案に含まれていると考えていま
す。具体の施設等は、今後、「みどりの実践エリ
ア」の設計等を進めるなかで、引き続き検討して
いきます。河川についてのご意見は、関係部署に
情報提供します。
いただいたご意見の趣旨は、「エリアの特徴」で
記載しており、素案に含まれていると考えていま
す。今後、「みどりの実践エリア」の設計を進め
るなかで、具体の施設等を含め、引き続き検討し
ていきます。
体験学習についてのご意見は、「主な施設」で記
載しており、素案に含まれていると考えていま
す。施設の詳細等は、今後、「体験学習・展示施
設」の設計等を進めるなかで、引き続き検討して
きます。その他の施設のご意見については、具体
の施設等を含め、継続して検討していきます。ま
た、エリアの配置についてのご意見は、今後の参
考とさせていただきます。
散策路についてのご意見は、「主な施設」で記載
しており、素案に含まれていると考えています。
施設の詳細等は、今後、「森の散策路」の設計等
を進めるなかで、引き続き検討してきます。その
他の施設のご意見については、具体の施設等を含
め、継続して検討していきます。また、エリアの
配置についてのご意見は、今後の参考とさせてい
ただきます。

いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。公
園エリアについてのご意見は、今後の参考とさせ
ていただき、あわせて関係部署にも情報提供しま
す。

分類

本市の考え方

129 球場など市民が望むレクリエーション・スポーツ施設は大歓迎。よりレクリ
エーション・スポーツ施設が作れるよう、公園エリアそのものを大きくできま
せんか？約半分の公有地は市民の望むものにして欲しい。

№

ご意見

賛同

いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。公
園エリアについてのご意見は、今後の参考とさせ
ていただき、あわせて関係部署にも情報提供しま
す。

131 日本の海軍、戦後は米軍の施設だった上瀬谷通信施設が返還された事はうれし
く思う。公園、レクリエーションのエリアの整備に賛成。

賛同

130 「みどりの賑わいエリア」について、一般の人に最も利用度の高い施設とし
て、位置も賛成です。盛況を期待します。呼称は「飲食・物販エリア」として
バーベキューサイトも含めた方が分かりやすいと思います。
賛同

132 「みどりの実践エリア」の取組として、隣接する市民の森との連携による取り
組みに言及していただきたい。
検討

いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。
いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。施
設の詳細等は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。エリア名称について
は、今後の参考とさせていただきます。
いただいたご意見については、隣接する瀬谷市民
の森等との連携を前提にエリアを設定しており、
今後、設計等を進めるなかで、具体的に検討して
いきます。

133 食と農が結びつくようなゾーン分けを希望、食に生き物も関わり、生き物の循
環が体験できるような施設が良い。
検討
134 4つのエリアを設け、施設整備を行うとあるが、現存の自然の内どれをどのエ
リアでどれくらい保全するのかはっきりさせてほしい。

検討

135 「みどりの発信エリア」を倍の広さにする。特に「瀬谷市民の森」につながる
部分は、手をつけず現行のままの自然をそのまま残す。開発しない勇気が必
要。

検討

136 「みどりの実践エリア」を倍の広さにする。特に「瀬谷市民の森」につながる
部分は、手をつけず現行のままの自然をそのまま残す。開発しない勇気が必
要。

検討

137 「実践エリア」を倍増してほしい。「瀬谷市民の森」に隣接する部分は手をつ
けず、そのまま広く自然を残して欲しい。瀬谷の貴重な財産として、子供たち
に継承してゆくのが、私達の使命と考える。

検討

138 全て完成形の公園ではなく、エリアによっては苗木から雑木林を作り育て、山
野草や昆虫、野鳥と触れ合える場づくり。

検討

139 「賑わいエリア」は、本当の「みどり」はないので、「みどり」の文字は削
る。広さは半分で良い。代わりに本当のみどりがある「発信エリア」と「実践
エリア」を倍増してほしい。「瀬谷市民の森」に隣接する部分は手をつけず、
そのまま広く自然を残して欲しい。瀬谷の貴重な財産として、子供たちに継承
してゆくのが、私達の使命と考える。
140 「レクリエーションエリア」は、本当の「みどり」はないので、「みどり」の
文字は削る。広さは半分で良い。代わりに本当のみどりがある「発信エリア」
と「実践エリア」を倍増してほしい。「瀬谷市民の森」に隣接する部分は手を
つけず、そのまま広く自然を残して欲しい。瀬谷の貴重な財産として、子供た
ちに継承してゆくのが、私達の使命と考える。

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

検討

141 みどりの賑わいエリアに飲食・物販施設は不要。別の場所にできないか。
検討
142 みどりの賑わいエリアに飲食・物販施設は不要。別の場所にできないか。
検討
143 「みどりの賑わいエリア」への「飲食・物販施設」は不要。
参考
144 瀬谷市民の森に隣接する「みどりの実践エリア」に、キャンプ場、バーベ
キュー場をつくるのは大反対だ。娯楽優先の人々が集まると、ゴミ問題など、
森にとって少なからず悪影響を及ぼすと思われる。手付かずの貴重な森を子供
達の世代に引き継ぐ計画を立ててほしい。
145 「賑わいエリア」は「みどり」ではないので、「みどり」の冠は外す。広さも
半分で良い。
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参考

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

№

ご意見

146 「レクリエーションエリア」は「みどり」ではないので、「みどり」の冠は外
す。広さも半分で良い。

分類

本市の考え方

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。

147 本当のみどりがある「発信エリア」を倍増してほしい。
参考
148 市内には利用者のいない公園がたくさんあり、更にお金をかけて作る必要はな
い。小規模な公園でよい。
参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。本公園は、土地利用基本計画に
基づき、郊外部の新たな活性化拠点の形成の一環
として、公園整備をするものです。

149 公園区域を環四以東全域とし、公園内に首都圏唯一の本格的なレーシングサー
キットを整備し、F1の誘致をしてほしい。
参考

150 現在突然災害、命の危険的な事が起こる時代です。場所がないためその都度パ
ニックになるが、跡地に余裕もった土地が絶対必要です。

参考

151 公有地は、市民に残された貴重な財産。災害があった時に施設が必要になるの
で、余裕を持った場所は、必ず公園等としておいてほしい。

参考

152 公園の広さそのものを大きく確保し、災害時に適応可能な安心できる場にして
下さい。

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただき、あわせて関係部署にも情報提供しま
す。

153 子どもたちのための公園を広く、大きなエリアにして下さい。
参考
154 近年自然災害が多いので、もっと自然公園を広くとって欲しい。
参考
155 公園エリアは大きく。跡地の約半分は公有地で市民の財産。公有地は市民の望
むものに。
156 旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画には「超高齢社会といった状況への対応が
必要となる基盤施設の整備」を進めることや「将来想定される課題への対応＝
医療、福祉、公園型墓園等を検討」とありましたが、公園基本計画（素案）に
は具体的内容は示されていません。当初の計画通りに進めて下さい。そのため
にも、公園エリアはもっと大きくできないのでしょうか。

参考

参考

公園区域についてのご意見は、今後の参考とさせ
ていただき、あわせて関係部署にも情報提供しま
す。土地利用基本計画についてのご意見も、関係
部署に情報提供します。

公園施設について（144件）
157 レクリエーションやスポーツ施設をもっと拡充して下さい。

反映

158 野球場は現在の利用を考えれば必要だし、個人的にはサッカーグランドも作っ
てほしい。
反映

159 瀬谷は野球、サッカーが盛んなので、そんな公園でもよろしいかと。
反映
160 子ども達の憧れとなるようなサッカー場や野球場があるといいと思います。
反映
161 サッカー等のできる芝生のグラウンドなどスポーツ機能の明確化を希望、平地
の多い立地からしてスポーツ施設が馴染む。

反映

162 これまで硬式野球が長年行われてきた経緯を考慮して硬式野球場を整備して欲
しい 。

反映
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いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「硬
式野球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加
しました。また、「みどりのレクリエーションエ
リア」と「みどりの賑わいエリア」の２つのエリ
アを統合し、「みどりの賑わい・レクリエーショ
ンエリア」として、原案に反映しました。施設の
詳細等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続
き検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「硬
式野球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加
しました。施設の詳細等は、今後、設計等を進め
るなかで、引き続き検討していきます。

№

ご意見

163 レクリエーションエリアにサッカーコート(フルサイズのコート＋選手のアッ
プする場所を確保出来る)の整備を希望。
野球コートは本格的な施設があるが、サッカーコートは小中学校の校庭しかな
く、多くがフルサイズのコートを作るとアップをする場所が無くなるか、そも
そもフルサイズのコートを作れない程の広さしかない。
164 長年米軍施設として接収された場所が、園芸博後にその大半が公園化されると
ならば大変喜ばしいことと思われる。この地域初めての大規模な公園として、
最低限でも健康増進に根ざした運動施設、老若男女がこぞって楽しく遊べる多
目的広場等の建設はお願いしたい。
165 呼称は「総合スポーツ公園」とした方が分かりやすいと。公園予定地の大部分
を使って、半端でない「総合的なスポーツ施設」を配置して、市民だけでな
く、県民の健康増進のためにも利用し易いように運営して欲しい。
施設例：散歩コース、ジョギングコース、サイクリングロード、プール、体育
館、武道館、テニスコート、ミニゴルフ場、ミニボーリング場、フィールドア
スレチック場、野球場（大・中・小・スタジアム）、陸上競技場、サッカー
場、ラグビー場等
166 商業施設のようなものを作るのではなく、健康維持に役立つ施設を整備して欲
しい。瀬谷には総合的な病院なく、安心して暮らせる瀬谷にするためにも、病
院や運動施設が欲しい。

分類

本市の考え方

反映

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「硬
式野球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加
しました。施設の詳細等は、今後、設計等を進め
るなかで、引き続き検討していきます。

反映

反映

反映

167 子供の野球場・サッカー場等の多目的広場。
老人の散歩コース、ジョギングコース。
反映

168 採用してほしいスポーツ施設、ネット上趣味スポーツ人気ランキングに基づ
く。
1. 自由芝生広場、現状の原っぱ同等地平線が見える
2. アスレチック系公園、ゆとりの森参考
3. ランニング周回コース、新横浜公園参考
4. バスケットボール場、新横浜、うみかぜ公園参考
5. フットサル場、新横浜公園参考
6. パークゴルフ場、川崎市玉川緑地参考
7. スケートボード、BMX、インラインスケート場、新横浜公園参考
8. パンプトラック、自転車コース、寒川町参考
9. テニス、壁打ち練習場、新横浜公園参考
10. ドッグラン、犬と走れる場所、新横浜公園参考
野球は施設として、高いネット接地、メンテナンス、面積に対しての人数、平
日の不使用等、効率が悪いため優先順位は低い。

反映

169 スポーツ施設は多くの人が利用できるように、種目を限定しない方が良い。
反映

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「野
球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加しま
した。施設の詳細等は、今後、設計等を進めるな
かで、引き続き検討していきます。その他の施設
のご意見については、引き続き検討していきま
す。なお、呼称や施設規模についてのご意見は、
今後の参考とさせていただきます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「硬
式野球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加
しました。施設の詳細等は、今後、設計等を進め
るなかで、引き続き検討していきます。病院につ
いてのご意見は、関係部署に情報提供します。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「硬
式野球場」「運動広場」「多目的広場」等を追加
しました。園路にはジョギングコース等を設定
し、運動しながら、園内を楽しく巡れる工夫を検
討していきます。施設の詳細等は、今後、設計等
を進めるなかで、引き続き検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「運
動広場」「ドッグラン」等を追加しました。園路
にはジョギングコース等を設定し、運動しなが
ら、園内を楽しく巡れる工夫を検討していきま
す。施設の詳細等は、「運動広場」「ドッグラ
ン」や素案に含まれている「草地広場」の設計等
を進めるなかで、引き続き検討していきます。そ
の他の施設については、継続して検討していきま
す。

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「多
目的広場」等を追加しました。施設の詳細等は、
今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討して
いきます。

170 市民が自由に使える運動場・広場の整備。
反映

171 子ども達が思いっきり遊べるようなアスレチック的な遊具やボールを蹴っても
平気な場所。
反映

172 自転車やボールなども安心して使える公園が良い。
反映

173 花見や紅葉狩りが楽しめるような名所づくり、例えば桜ならは様々な品種のあ
る日本一の桜の園、紅葉は紅葉だけでなく、錦秋が楽しめる公園。全て成木で
はなく苗木を植栽しても良い。基本は美しい公園づくり。
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反映

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「多
目的広場」等を追加しました。施設の詳細等は、
「多目的広場」や素案に含まれている「遊具広
場」の設計等を進めるなかで、施設の詳細等を含
め、引き続き検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、ボールが安心してご
利用いただけるように、「主な施設」に「多目的
広場」等を追加しました。施設の詳細等は、今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「桜
並木」等を追加しました。施設の詳細等は、今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。

№

ご意見

分類

本市の考え方

反映

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「桜
並木」等を追加しました。施設の詳細等は、今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。

174 各エリアの区切りは並木道で日陰が欲しい。桜並木、いちょう並木、川沿いは
柳並木など。

175 花見や紅葉が楽しめる公園にして欲しい。
反映
176 公園に季節の花々があると和むと思う。
反映
177 海軍道路のサクラが大分切られてしまったので、サクラの名所となる場を作っ
て欲しい。主要な幹線道路に隣接しているので、ハイウェイオアシス的な場が
あっても良いのではないか。高速道路のSA等にある様な、無料のドッグランが
あると良い。

反映

178 緑ある公園で、ドッグランとかでもよいかと思う。
反映

179 安全な公園：園路・車道・駐車場での事故防止
・車道近くにはフェンス、扉を設置。子供が一人で車道、駐車場に出れないこ
とを望みます。
・管理用車両通路も同様。管理用車両通路は基本、歩行させないのが安全と考
えます。
・駐車場は一時停止、徐行を守らせるように、ゴムの段差と看板を設置を望み
ます。
・事故防止の為、バスなど大型車の駐車エリアを別に設置して戴きたい。
多目的公園：ペットのエリア（ドッグラン、休憩所設置など）
・猫・犬などのペット専用のトイレを設置。人と同様に設置を願います。
・犬のふんは飼い主がかたずけての看板は愛犬家が蹴飛ばし壊してきた傾向が
ある。
・猫のふんはどうするんだなど怒りながらの行動。
・犬・猫などのペット専用のトイレを設置。人と同様に設置し、どこでも用達
しはやめて。
・ドックランなどのエリア設置。その中以外でペットは離してはいけないと思
います。
・公園で離した小型犬が小さい子供を噛んだところを見たことがある。小さく
てもNGです。
・犬の散歩エリアはリードが必要だが、伸びすぎるリードはやめてもらいた
い。
・子供エリアにペットを連れ込むなら飼い主責任でゲージやリュック、バック
使用厳守を願います。
身体の不自由な人でも遊べる公:身体の不自由な人専用トイレ、休憩所、駐車
エリア、通路などの整備
・健常者にはなんともない坂道でも車椅子では危険な道となってしまいます。
・勾配がゆるく、手すり整備、ゴムチップ舗装までの整備が必要と考えます。
外国人でも気軽に遊びに来れる公園
・Wi-Fiが使える施設が増えてきてます。海外からの観光客はWi-Fiでガイドを
利用してます。
・トラブル防止の為、公園利用のルール説明、エリアがスマホで分かれば便
利。
・外国人専用ガイドでルール説明を組込む。事前に詳細ガイドを閲覧はよいと
思います。
・説明看板は英語・中国語・韓国語などの表記があればトラブルも少なくなる
と思います。
・園内放送も同様にして頂ければ、聞かれて説明に困らないです。

反映

反映
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いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に
「ドッグラン」等を追加しました。施設の詳細等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に
「ドッグラン」等を追加しました。」等を追加し
ました。施設の詳細等は、今後、設計等を進める
なかで、引き続き検討していきます。その他の施
設については、継続して検討していきます。

180 基本計画に「ドッグラン」の設定を希望します。また災害時には ペットと同
伴避難地としての活用も視野に入れてもらえればより良いプランになるかと思
います。

181 上瀬谷通信施設跡地のような住宅地がない広い場所なら 広いドッグランを
作って欲しい。
その場所が有事の際にはペットと同行避難できる場所となるよう設備を整え
多くの人が日々の散歩で利用できたらいいと思います。
国際園芸博覧会開催時もペット入場可なら ペット連れの方は喜ぶと思いま
す。
私も犬を飼ってますので 遠方に出かけた時はまず犬をどこで遊ばせていいの
か調べてから出かけます。
隅っこでいいので広いドッグランをお願いします。

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「桜
並木」「ドッグラン」等を追加しました。施設の
詳細等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続
き検討していきます。ハイウェイオアシスについ
てのご意見は、関係部署に情報提供します。

反映

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に
「ドッグラン」等を追加しました。施設の詳細等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。災害時の利用についてのご意見
は、関係部署に情報提供します。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に
「ドッグラン」等を追加しました。施設の詳細等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。国際園芸博覧会開催時の利用につ
いてのご意見は、関係部署に情報提供します。

№

ご意見

分類

182 横浜の公園や遊具はどれも同じ様なものばかり。大型遊具やランニングコース
を整備してください。
反映

183 サイクリングコースやマラソンコースならガスも出ないから良い。

反映

184 野球場やサッカー場は市内にもあるが、瀬谷区近隣にはスケートボード施設は
ほぼないため整備を検討してください。ランニングコースを整備してくださ
い。
反映

185 花や自然が楽しめる公園が欲しいです。植物園の様な立派な温室や花木園が
あったり、自然を学習できる自然博物館の様な施設が欲しい。子どもが花や自
然で楽しんだり遊んだりするイベントもして欲しい。

反映

本市の考え方
いただいたご意見を踏まえ、園路にはジョギング
コース等を設定し、運動しながら、園内を楽しく
巡れる工夫を検討していきます。また、大型遊具
については、素案に含まれている「遊具広場」の
設計等を進めるなかで、施設の詳細等を含め、引
き続き検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、園路にはジョギング
コース等を設定し、運動しながら、園内を楽しく
巡れる工夫を検討していきます。施設の詳細等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。サイクリングコースについては、
今後、設計等を進めるなかで、継続して検討して
いきます。
いただいたご意見を踏まえ、園路にはジョギング
コース等を設定し、運動しながら、園内を楽しく
巡れる工夫を検討していきます。施設の詳細等
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。スケートボード施設については、
今後、設計等を進めるなかで、継続して検討して
いきます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「体
験学習・展示施設」等を追加しました。施設の詳
細等については、今後、設計等を進めるなかで、
引き続き検討していきます。

186 園芸博覧会の履歴や、花や緑を学べる施設を作ってください。
反映
187 借景を活かした日本庭園のある公園にして欲しい。
反映

いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「日
本庭園・休憩施設」等を追加しました。施設の詳
細等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き
検討していきます。

188 日本中から人が訪れるような日本庭園があってもいい。
反映
189 横浜を代表するような大きな日本庭園を作って欲しい。
反映
190 和風な庭園など、日本文化を世界にアピールできる様な公園が良いと思う。
反映
191 日本庭園のある公園にして欲しい。
反映
192 三渓園を凌駕する様な素晴らしい、池泉回遊式を踏まえた日本庭園を作っても
らいたい。

反映

193 本格的な池泉回遊式庭園をつくってほしい。
反映
194 噴水や水辺など水と親しめる場所があるとうれしい。
インバウンドも見据え、日本らしい和が感じられるようなテイストが建築など
にあると良い。日本庭園やお茶室も楽しめる。広い土地なので、回遊性を高め
られるよう、園内を移動できる交通手段がほしい。
雨天時なども楽しめるように、屋内で遊べる施設や、最新のVRや映像技術等を
活用した施設があると話題になる。

反映

195 テーマパークの一つとして日本文化の庭園がある公園がいい。全国の銘木を集
めた桜の名所になると良い。
反映

196 地球温暖化が進む中では天候や気候に左右されず楽しめる屋内施設が必要、素
案施設では梅雨・夏季・冬季に集客が見込めない。
反映

197 どの季節でも楽しめるような広い花壇や庭園などがあると良い。
反映
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いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に「日
本庭園」「桜並木」等を追加しました。施設の詳
細等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き
検討していきます。
いただいたご意見を踏まえ、「主な施設」に
「パークセンター」等を追加しました。施設の詳
細等は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き
検討していきます。

№

ご意見

分類

198 今のはらっぱのような広い芝生広場がある公園がいい。

含む

本市の考え方
いただいたご意見の趣旨は、「主な施設」で記載
しており、素案に含まれていると考えています。
できる限りまとまったオープンスペースを確保
し、草地広場など、利用者の憩いとなる場所を設
置していきます。施設の詳細は、今後、「草地広
場」の設計等を進めるなかで、引き続き検討して
いきます。

199 広い芝生があってピクニックが楽しめる公園。（根岸森林公園のイメージ）

含む

200 あまり作りこまない公園で、広い原っぱを残してほしい。
含む
201 海軍道路の桜並木と原っぱが地域のシンボルなので、大きな原っぱは必ず公園
に残してほしい。

含む

202 都市部では珍しい広大な広場があるので、草地や芝生広場などでうまく残して
ほしい。ハードではなくソフト展開ができる整備を望む。その場合、ただの広
場の方が将来的な拡張性がある。

含む

203 せっかくなので大きな広場が欲しい。綺麗な芝生の広場だと尚良いと思う。
含む
204 花壇よりも広場がほしい。
含む
205 ・凧揚げのできるスペースを残してほしい。
・コンポスト（生ゴミ堆肥）づくりの拠点
・間伐材や剪定枝など地元材を使用した薪ストーブのある施設
・コンポスト（バイオ）トイレの導入設置

含む

206 広い大きな広場が欲しい。商業施設のようなものを作るのではなく、健康維持
に役立つ施設を整備して欲しい。瀬谷には総合的な病院なく、安心して暮らせ
る瀬谷にするためにも、病院や運動施設が欲しい。
含む

207 広い原っぱは残しておいてもらって、赤レンガ倉庫や、大和市などでやってい
るような国際色あふれるイベントを都度開催してもらったらよいと思います。
運動会シーズンには運動会の場として使ってもいいのでは？
含む

208 晴れた休日には、エリア内の歩道を散歩します。ごみごみした都会ではなく、
高い空と、どこまでも続くような原っぱや畑など、貴重な風景を楽しんでいま
す。敷地の柵がなければ、原っぱの真ん中まで行って、のんびり読書でもした
いといつも思います。ただ、柵をしてある程度管理しないと、マナーやルール
を守らない人もいるでしょうから、そのままにしておくには難しいかもしれま
せん。駐車場と、トイレがあるといいかもしれません。もちろんここには管理
費などがかかると思います。ゴミの管理などもしなければならないかもしれま
せん。ある程度は必要なことですが、経済優先にはもうしてほしくありませ
ん。
今どきの子どもたちは、何もない原っぱで遊ぶなんてことはしたことがないで
しょう。貴重なエリアをなるべく残してください。
海軍道路側の原っぱで、区がテントやタープを用意してひろばを使えた時期が
ありました。住民にもあまり知らせれていなかったのか閑散としていました
が、あのくらい緩いのもいいかもしれません。駐車場とトイレをちゃんと用意
して、それなりの料金を取ってもよかったのではないかと思います。（こちら
は区の事業かもしれませんが）

広い大きな広場や運動施設は、「主な施設」で記
載しており、素案に含まれていると考えていま
す。施設の詳細等は、今後、「草地広場」や「多
目的広場」の設計等を進めるなかで、引き続き検
討していきます。病院についてのご意見は、関係
部署に情報提供します。
広い原っぱは、「主な施設」で記載しており、素
案に含まれていると考えています。施設の詳細等
は、今後、「草地広場」の設計等を進めるなか
で、引き続き検討していきます。利活用等につい
ては、継続して検討し、あわせて関係部署にも情
報提供します。
原っぱについてのご意見は、「主な施設」で記載
しており、素案に含まれていると考えています。
施設の詳細等は、今後、「草地広場」の設計等を
進めるなかで、引き続き検討していきます。現在
の広場のご利用についてのご意見は、関係部署に
情報提供します。

含む

209 区民が市民が希望するレクレーション・スポーツ施設の建設をお願いしたい。
含む
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凧揚げのできるスペースについてのご意見は、
「主な施設」で記載しており、素案に含まれてい
ると考えています。施設の詳細等は、今後、「草
地広場」の設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。その他の施設については、継続し
て検討していきます。

いただいたご意見の趣旨は、「公園整備の８つの
方針」や「主な施設」で記載しており、素案に含
まれていると考えています。具体の施設等は、今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。

№

ご意見

分類

本市の考え方

含む

いただいたご意見の趣旨は、「公園整備の８つの
方針」や「主な施設」で記載しており、素案に含
まれていると考えています。具体の施設等は、今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。

210 球場など市民が望むレクリエーション・スポーツ施設の建設は歓迎したい。

211 球場など市民の望むレクリエーション・スポーツ施設の建設は大いに進めて下
さい。

含む

212 市民が望むレクリエーション・スポーツ施設を建設して欲しい。約半分は公有
地であり市民の望むものにすべき。

含む

213 市民のためのレクリエーションやスポーツの施設の建設をすすめて欲しい。
含む

214 商業ベースに乗せた計画ではなく、市民の希望に沿ったレクリエーション・ス
ポーツ施設を希望します。

含む

215 市民が望むレクリエーション・スポーツ施設の建設、公園エリア優先を貫いて
欲しい。
含む
216 子供達がたくさん遊べる遊具がある公園（大和市のゆとりの森の様な）を希
望。
含む

217 キャンプやBBQが楽しめる公園
含む

いただいたご意見については、「主な施設」で記
載しており、素案に含まれていると考えていま
す。施設の詳細等は、今後、「遊具広場」の設計
等を進めるなかで、引き続き検討していきます。
いただいたご意見については、「主な施設」で記
載しており、素案に含まれていると考えていま
す。施設の詳細等は、今後、「アウトドア体験施
設」の設計等を進めるなかで、引き続き検討して
いきます。

218 緑ある公園で、バーベキューとかでもよいかと思う。
含む
219 バーベキューやたき火ができる公園ができるといいと思う。
含む
220 キャンプやたき火ができる公園ができるといいと思う。
含む
221 予定地内に川が流れている為、川釣り、バーベキューが出来る規模の大きなア
ウトドア施設があると良いです。
含む

222 サイクリングロード設置（自転車メーカーからの自転車レンタルなども）や、
高齢者・歩行困難者には座ったまま移動できる電動のものを用意するとか(介
護で開発しているものレンタルとか）、移動手段をいろいろ考えると楽しそう
です。
障害者支援も含めた農業の場、体験や収穫、レストラン、BBQやキャンプと全
て楽しめると良い（防災・避難体験兼ねて）。

含む

223 来場者の食事等のアテンドと施設が必要。広い敷地の公園なので、長時間滞在
する利用者が多く想定される。
含む

224 コーヒーが飲める、ゆっくり楽しめる休憩施設が欲しい。
含む
225 ゆっくりできるカフェスペースの設置。
含む
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バーベキューが出来るアウトドア施設についての
ご意見は、「主な施設」で記載しており、素案に
含まれていると考えています。施設の詳細等は、
今後、「アウトドア体験施設」の設計等を進める
なかで、引き続き検討していきます。
体験農園、バーベキューやキャンプ、飲食施設に
ついては、「主な施設」で記載しており、素案に
含まれていると考えています。施設の詳細等は、
今後、「体験農園」「アウトドア体験施設」「飲
食・物販施設」の設計等を進めるなかで、引き続
き検討していきます。移動手段やその他の施設に
ついては、継続して検討していきます。
いただいたご意見については、いただいたご意見
については、「主な施設」で記載しており、素案
に含まれていると考えています。施設の詳細等
は、今後、「飲食・物販施設」の設計等を進める
なかで、引き続き検討していきます。

№

ご意見

分類

226 跡地の半分は公有地とのこと。市民の財産なので高齢者施設、レクリエーショ
ン・スポーツ場などと自然を残して欲しい。
含む

227 市民が望むレクリエーション・スポーツ施設の建設は歓迎。
賛同

228 公園となるのは大歓迎、花の公園造りも横浜のイメージ造りとなっているが飾
らない野草のある公園の方が良い。
229 電柱もなく建物もないのが何より素晴らしい。（凧揚げや紙飛行機やサッカー
などの利用は広いからできる、日の出も見える）
思い切り体を動かせる広さの何もない敷地がほしい。
キャンプサイトも悪くはない。

230 広大な草地広場、公園に賛成です。昨年秋に開放された敷地では、凧揚げを楽
しむ家族を複数見かけました。凧揚げできる場所は本当に限られており貴重で
す。日産スタジアムのように正月は凧揚げ会場にしてもいいですね。最近は公
園のルールが増えてきており、特にキャッチボールを禁止している公園が多い
です。野球少年が減ってきている昨今、少人数のキャッチボール可能の場にな
れば… 体力テストで全国平均を下回っている神奈川の子供達に活用してもら
いたいです。近辺の市民の森には緊急事態宣言で精神的に参っているときに助
けてもらいました。今もです。すれ違う見知らぬ方達とも挨拶するような穏や
かな森。隣接したこの敷地も、せっかちな横浜市民がゆっくりできるような居
場所になってもらいたいです。
聖マリアンナが近くにあります。渋滞を避けるために入口を多く設け敷地内の
移動がスムーズになる手段があるといいですね。

賛同

賛同

検討

検討

234 大きな遊具はちゃんとメンテナンスしてくれるなら設置しても良い。
検討
235 自然と溶け合った遊戯設備などはよい。
検討
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いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。で
きる限りまとまったオープンスペースを確保し、
草地広場など、利用者の憩いとなる場所を設置し
ていきます。施設の詳細等は、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。
いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。草
地広場や多目的広場、公園の入口等の施設の詳細
は、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検討
していきます。

検討

233 遊具はアトラクションと違い自分の力で遊ぶものです。障がいを持っている子
も持っていない子もコミニュケーションを取れ遊べる遊具を研究していると聞
いたことがあり、横浜市でも研究を行い、まず上瀬谷で導入し周囲に広めてい
ければと思う。

いただいたご意見については、計画に対するご期
待と捉え、着実に公園整備を進めていきます。施
設の詳細等は、今後、設計等を進めるなかで、引
き続き検討していきます。

賛同

231 小さい子供でも安心してケガなく遊べる場所の提供を希望。（遊具の充実）

232 年齢制限のない遊具を希望(体重制限程度)、近くに養護学校があり、障害のお
子さんは中高生になってもブランコや滑り台が好き。

本市の考え方
いただいたご意見の趣旨は、「エリアの特徴」や
「主な施設」で記載しており、素案に含まれてい
ると考えています。具体の施設等は、今後、設計
等を進めるなかで、引き続き検討していきます。
高齢者施設についてのご意見は、関係部署に情報
提供します。

いただいたご意見については、夏の厳しい暑さな
どの気候や、年齢、障害の有無などにかかわら
ず、誰もがいつでも安心して楽しめる公園となる
よう、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検
討していきます。

№

ご意見

分類

236 「安全な公園」遊具の設置
〇 遊具の安全性が高い遊具を設置希望。（アメリカの複合遊具など下記参考
まで）
アメリカは複合遊具が多い。「子供たちの年齢や遊び方に対応している遊具
（日本でも人気）」
・滑り台ですべってきて地面にしりもちをつかない。すべったあとに直ぐ前に
進める。
・すべる距離が短い。そのことで後者の子供がすべってきても衝突が起こりず
らい。
・滑り台のすべる順番待ちを守らず割り込む子供が少ない。
・安全範囲が広い。「遊具のそばに施設物や物、ロープ柵など範囲内に設置し
ない」
・遊具の周りは広く大きくゴムチップ舗装で整備されている。（日本にもある
が範囲が狭い）
〇 遊具の設置環境
ゴムチップ舗装範囲を広くとることで埃防止、衛生的にもよいと思います。
人工芝やゴムチップ舗装を合わせることで、ほぼメンテナンスフリーとなる
と思います。
利用時、芝刈りなどの作業での飛石や埃、騒音などの危険性と不快感が無く
なると思います。
・高さがある遊具の下はチップ敷きや砂などでクッション性が高い舗装整備を
希望します。
・冬場の複合遊具の静電気対策
冬場の複合遊具の滑り台は静電気が起こりやすく除去を望みます。
セルフスタンドにある静電気除去シート（パット）を設置すればよいと考え
ます。
237 「子育て公園」砂場の設置
2歳児くらいからの砂場遊びは大切です。
・「砂場に日陰が一部できるようにシート（テント）を設置。夏季の熱さ対策
が望ましい」夏場の砂は熱くなり危険。
・また熱中症になる確率が高いです。
・砂場周りの柵の範囲を広く設置。柵のなかは親が共に入ることが基本。親子
がベンチに座れる。
・ベビーカーなども入れて止める場所を整備（屋根付き）を希望します。
・柵は猫などの進入を防げるフェンスタイプ。
・小さい子供以外とその親以外立入り禁止。親が必ず柵のなかに一緒に入るこ
とを促すことで 自分の子供を見守れる。
・砂場から離れ井戸端会議は危険、子供から目を離す時間を短くする。
・利用者以外立入り禁止にすることで砂場に危険なガラスや石などの混入を防
げると考えます。
・近くにトイレや授乳室、ミルクが作れる休憩場、子育て相談所があればベス
ト。
・食物アレルギーに対応している食べ物、飲み物を販売ができればよいと思い
ます。
「身体の不自由な人でも遊べる公園」ユニバーサルデザイン遊具の設置
身体の不自由な人対応遊具を設置（健常者でも遊べる）視覚障がいの子供も
遊べる。触って動かすことができる遊具。
・砂場の一例：砂場の淵はゴムにして、段差をなくす。砂場の周囲は人工砂な
どで整備。
恐竜プレート埋め込み、掘りだしながら触って形がわかる物を設置するな
ど。
238 高齢者や小さい子供も来やすいように、屋内施設も作ってほしい。寄贈本によ
る図書室や絵本図書館、レストルーム等。
遊具だけでなく、有料でいいので、代わり自転車やセグウェイや幼児用乗り物
の貸し出しと乗るスペースがあると良い。

検討

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。
検討

239 地球温暖化による気候変動により近年気温上昇が顕著なので、紫外線対策を含
め十分な木陰づくりが必要。

検討

240 真夏の猛暑や熱中症、日焼け防止や紫外線対策として、木陰や涼を感じられる
場所を設置して欲しい。

検討

241 やたらに色々な植物を植えるのでなく、広い面積をラベンダーで埋め尽くすと
かメリハリの効いた植栽で個性を出してほしい。

検討

242 台風が来た時に危なくないように、高木を園路に植えない方がよい。
検討
243 バラ園を創って欲しい。
検討
244 植物を使った迷路等も良いと思う。各入口に植物のトンネルがあると、みどり
のテーマに合うと思う。
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本市の考え方
いただいたご意見については、夏の厳しい暑さな
どの気候や、年齢、障害の有無などにかかわら
ず、誰もがいつでも安心して楽しめる公園となる
よう、今後、設計等を進めるなかで、引き続き検
討していきます。

検討

№

ご意見

245 2027年の国際園芸博覧会と連携すると思いますが、是非、日本有数の植物温室
を作って下さい。
246 横浜には本格的な植物園がないので、民間活用も踏まえた大温室のある植物園
として整備してほしい。
大温室の熱源は隣接する瀬谷市民の森等市内の樹林地の更新により発生する材
料をバイオマス燃料として活用することを提案。

分類

本市の考え方

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

247 貸出型花壇・貸出型菜園（周辺愛好家による演出）
検討
248 体験農園は都市型の分区園がほしい。
検討
249 果樹園、葉野菜。根茎野菜などエリアを分ける。果樹・作物・野菜・ 草花な
ど。スイカ・イチゴは野菜。木になるのが果樹。作物は稲、根茎野菜。 野菜
は葉野菜。エリアを分けることで芋堀りなどの収穫体験が容易にできるよう希
望します。
250 区画をつくり家庭菜園を作って欲しい。農業に触れずにリタイアした年配者の
生きがいの場が欲しい。市民農園はあちこちにあるが土がよくないところも多
い。上瀬谷は土が良いので素人でも作物を作れると思う。
251 農業体験ができる公園。農園についてもいくつかタイプがあると良い。
・従来型の安価な市民農園
・手ぶらで農作業ができる農園
・高級な潜在型クラインガルテン（利用料金も幅をもたせた設定）

検討

検討

検討

252 体験農園は隣接の農業振興ゾーンで営農者と連携した方が良い。
検討
253 BBQはグランピングができるようにしてほしい。
検討
254 キャンプはここでできたら最高だが、適当なものではなくおしゃれで使い勝手
が良いものにしてほしい。いっそ民間企業に営業させた方がいいかもしれな
い。

検討

255 オートキャンプ場やグランピングが楽しめるエリアがあると、幅広い世代が自
然体験ができる総合施設として市内で他にない特色が出せると思います。

検討

256 旧上瀬谷通信施設・旧海軍施設時代の歴史の紹介、また現存する当時の遺構の
保存展示を通じて将来の平和教育その他に資する。

検討

257 青葉区のこどもの国は、旧日本軍の弾薬庫補給廟跡にできたが、園内にその遺
構があり、歴史を知ることができる。
今回の公園にも同じように当時あったものを残すことはできないか。

検討

258 用地内に「この所が第二次世界大戦でアメリカに接収されたところであり20〇
〇年日本に返還されました。私たちは二度と戦争が起こらないように平和を記
念し…」等の趣旨を明記した記念碑を建立することを要望。少子対策として、
幼児や児童の福祉関連施設設置を望む。

検討

259 飲食施設は最低限でいい。
検討
260 神奈川県下の牧場と連携して牧場を設置して飲食施設はその付属施設とする。
中華街が横浜名物だからと言って中華食などを特徴とすることはやめてほし
い。

検討

261 道の駅的な直売所があっても良い。
検討
262 物販施設は最低限でいい。
検討
263 公園に商業施設は不要。
検討
264 商業施設は不要、利益目当ての建物は反対。
検討
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№

ご意見

分類

265 みどりの発信エリアにあるだろうと思われる「旧上瀬谷通信施設」のカマボコ
型の山は残して欲しい。平坦の地に見晴らし台があってもいい。旧軍のレガ
シーにして欲しい。地元では「特薬庫」と呼んでいた。

検討

266 背の高い建物は景観を損ねるので平屋が良い。
検討
267 火が使えるプレイパークがほしい。
検討
268 施設内駐車場の配置とスペース。季節やイベントに合わせたフレキシブルな駐
車場の設置の検討、各駐車場からのそれぞれのエリアヘの移動動線（人と
車）、駐車場間の移動・誘導の方法・レンタルサイクルや無料バス等の園内移
動方法の検討。

検討

269 充分な駐車場の確保が必要、基本テーマと交通アクセス（無機質なもの）をど
う融合させていくのかが楽しみ。

検討

270 公園中央に淡水魚の住める池を作り、流れを作り、谷には水鳥が訪れ楽しめる
景観を作る。

検討

271 レクリエーションエリアに陸上競技用トラック(1周200m)を作ってほしい。
検討
272 プールを作って欲しい。
検討
273 採用してほしい体験施設：乗馬体験施設
検討
274 相沢川について、親水広場（泉区 和泉川親水公園のようなもの 小さくてよ
い）、せせらぎ道（栄区 飯島市民の森の道のようなもの 短くてよい）を提
案します。

検討

275 古民家を復元した休憩施設。
検討
276 駐輪場・駐車場、トイレは使いやすいよう配置してほしい。
検討
277 今回のこの開発によって水の供給が現在より多く、安定するような施策をして
頂きたい。
この区域は和泉川の源流域になっていますが、和泉川の水位は非常に不安定に
なっています。
その原因のひとつは源流域での今までの開発で湧水が減り、透水性が低下した
ことにあります。
1.公園予定地全域の透水性をよくすること
・道路・駐車地は透水性の良い施工・建物には雨水桝を設置
2.一部のエリアに森を再生すること。
・基地にされる前は隣接する「市民の森」が続いていたと思はれる。
・ 一部分は小学校、幼稚園，保育園に協力を呼びかけ、どんぐり苗等からの
植林とし、文字通り「市民の森」「みんなの森」にする。
・そのためのエリアを設けておき、数年をかけて植林していく。
3.皿池を設置すること
・和泉川の水量を安定させる機能を果たす。
・在来の湿生植物を植える。植物の生きた標本に。
・和泉川の水生生物を放流し、一部を水槽展示する。
・市民の森に生息する猛禽類や渡りの途中の鳥類の捕食の場にする。
・管理は市当局の指導の下、ボランティア団体と共働していく。

検討

278 デザインされた硬い舗装などのイメージではなく、シンプルで雄大さを感じら
れる施設内容として欲しい。
検討
279 ・ヤギ、ニワトリなどがいる農家の庭先のようなスペースがほしい。
・田んぼがほしい。

検討

280 人工物の構築は最小限にする。
検討
281 持続可能な市民生活を行うための必要最低限な施設整備を望む。せっかくの手
つかずの場所を活かし次々と失われてきた横浜の緑をより自然な形で再現する
様なものを展開する。その方が地球温暖化防止の対策にも効果があるのでは。
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本市の考え方
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

№

ご意見

分類

検討

283 近くに瀬谷養護学校があるため、子供たちの就労体験ができる施設を作ってほ
しい。清掃や植栽手入れ、飲食店業務など。

検討

284 障害児が社会に出て生活できるまでの一貫した教育をする福祉施設整備を計画
に入れて下さい。

検討

285 無人航空機練習場 特にGPS付きのドローンに限定し安全確保ができる機体で
保険加入している条件で使用できる場所にする。

検討

286 キャンプ、バーベキュー広場、テーブル等設置は個人による。
フラワーガーデン等は里山ガーデンと重複するため本公園では提供型ではなく
個人参加型とする。

検討

287 キャンプやBBQなどが楽しめる場所があってもよいが、他のエリアとの差別化
が必要と考えます。

検討

288 テーマパークなどではなく大きな木を残し、「いやしの空間」となるよう、体
験農園、市民農園などみどりの空間を広くとって下さい。瀬谷区は横浜市の中
でも緑豊かな町です。その良さがウィズコロナの時代、大きな魅力となってい
ます。

検討

289 保全が難しい草地ビオトープに挑戦してほしい。その場合、都市の中でも火入
れ管理ができるような検討まで進めてほしい。

検討

290 イタリアにある巨大スーパーのように、全て国産、地産地消、食育に特化した
未来型施設ができたら環境問題にも取り組み続けられる。これからの日本を
リードしていける施設になる。

検討

291 将来的に維持費がかかるのではだめ。 農業を活かしたの道の駅の設置とか、
サイクリングロードとかは面白いかも。

検討

292 近隣農家の食材を購入できる施設を併設した体験型キャンプ場＆イベント場を
提案。
・神奈川県央地区にキャンプ場が少ない。駅から歩いて行けるキャンプ場は珍
しい。
・近隣に農家が多い。キャンプは食材や飲料、薪など、現地で調達する物品が
多いので直接近隣の利益につながる。
・アフターコロナの新しい生活様式としてアウトドアは今後も定着していく。
・緑が多いという瀬谷区の特色を強く生かすことができる。
・GREEN FESTIVALなどの環境フェスもできると相互効果でさらに地域が潤う。
293 ウォーキングなどが一日中楽しめる場所にしてほしい。
車利用を前提にせずに、徒歩などによる来園を前提にすべき。
トイレなどの設置を希望。

いただいたご意見については、近隣の農業振興
ゾーンとの連携を前提にエリアを設定しており、
今後、設計等を進めるなかで、具体的に検討して
いきます。
検討

検討

294 サッカー専用スタジアムの建設。(マリノスのホームスタジアム)また、横浜F
マリノス専用練習場を希望。
検討

295 もし大きな施設を作るのなら生命の星・地球博物館を移転するのもよい。万博
実施後に博物館に転用できる建物を残すのも一案。
検討

296 高齢化社会に突入している現在、上瀬谷通信施設跡地は横浜市全体にとって残
された貴重な空間である。
医療・介護等の福祉施設の整備、またスポーツ施設整備や防災公園としての機
能など、市民の安心・安全につながる整備を望む。
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本市の考え方
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

282 子供・高齢者が一体となった施設や障害者を受け入れる多様な施設等は、中々
建設には到らない。医療・福祉（特に介護）教育の視点から、将来を展望した
利用の仕方で知恵を絞って下さい。（その際屋上は太陽光発電を必ず）

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。園路に
はジョギングコース等を設定し、運動しながら、
園内を楽しく巡れる工夫を検討していきます。
いただいたご意見については、「主な施設」に、
多くの市民の方が利用できる「運動広場」追加し
ましたが、施設の詳細等を含め、今後、設計等を
進めるなかで、引き続き検討していきます。
博覧会実施後に博物館に転用できる建物について
のご意見は、今後、設計等を進めるなかで、引き
続き検討していきます。生命の星・地球博物館に
ついてのご意見は、今後の参考とさせていただき
ます。
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。医療・
介護等の福祉施設の整備についてのご意見は、関
係部署に情報提供します。

№

ご意見

分類

297 「旧上瀬谷通信施設士地利用基本計画」には、「超高齢社会といった状況への
対応が必要となる基盤施設の整備を進めます」とあるが、その具体化をすべ
き。将来にわたり安全安心で利便性の高いまちとして、「将来想定される課題
への対応＝医療、福祉、公園型墓園等を検討」との具体化は、「公園・防災エ
リア」でしかできないものと思う。その具体化をすべき。
・超高齢化社会が進展する中で、一人ひとり健康維持や、その後の備えの支援
が必要になっている。
・医療・介護等の福祉施設整備を計画に入れてください。また、公園墓園も当
初計画通りにしてください。
・地球温暖化対策としての学習や事業化を具体化してください。
・「飲食・物販施設など」は土地利用基本計画の振光・賑わいゾーン(125ha)
で賄うべき。
298 個別目的の物（野球グラウンド、サッカーグラウンドなど）は作らないで頂き
たい。
自然に親しめる草地や多目的広場など自然を構成できるものに徹底していただ
きたい。

本市の考え方
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。福祉施
設や公園型墓園についてのご意見は、関係部署に
情報提供します。

検討

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。
参考

299 キャンプ場機能は不要。このような場所でキャンプしたい人は少ない。
参考
300 今回は公園だけかもしれませんが、本公園と各種の公園、街区公園などを、街
路樹や植栽、民間の庭などで連続した緑の道をつくってほしい。

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただき、あわせて関係部署にも情報提供しま
す。

公園の維持・管理等について（36件）
301 維持管理に関しては市民のボランティア活動が活かされ、利用者が参加しなが
ら維持していく形が望ましい。
活動のコーディネートは公的にサポートすることが望ましく、大勢の人が関わ
れる緻密な計画とコンセプトが必要。

302 オープン後の近隣住民をはじめとするボランティアによる施設メンテと対応の
考え方・方針とそれに伴う施設整備。
皇居は全国からの多数のボランティアの方により、管理・維持されています。
ある意味これがサービスにもなっているとも考えられているようにも思いま
す。

反映

反映

303 多種多様なボランティアがたずさわれる公園づくり。（草刈、剪定、花育、自
然観察、森づくり、遊び、自然材のクラフトづくりetc)

反映

304 多少の草刈り等が必要になるが、ボランティアを募るとか、いくらでも方法は
ある。

検討

305 公園の管理などは、遠くから雇われた人ではなく、地域の人が関われるような
仕組みが欲しいです。
自分の住んでいる地域で、自分事としてかかわってもらえることが大事な気が
します。

検討

306 管理作業が充実し、管理が行き届いた公園が良い。
検討
307 現在、小雀公園という所でほたるの保護活動をしている。中田市政時代に公園
の管理が民間で行われる様になったが、公園等公共施設は直接市が管理するこ
とが大事。公共財は市の職員が常駐する事を望む。これだけ広大な公園は是非
市の直接管理にして欲しい。ほたるの保護も以前の方がずっと活動しやすかっ
た。

検討

308 施設を長く維持するにはお金は必要であり、多少の有料化はしたほうが良い。
検討

22

いただいたご意見を踏まえ、「公園整備の８つの
方針」の表現を変更し、公園の維持管理など様々
な場面で多様な主体が参加・運営することができ
る公園とします。具体的な管理手法等について
は、引き続き、検討していきます。

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

№

ご意見

分類

309 安全な公園：犯罪防止の取組・犯罪がない・自殺がない公園
・夜間の使用禁止（犯罪防止・自殺者防止）トラブル・犯罪のリスクが少ない
公園に。
（夜に浮浪者が寝泊まりできないようにするため。ルールを守らない人の対
応策）
・公園での飲酒、喫煙は禁止（指定場所設置）公園で酒を飲んでいる人を見か
けます。
・タバコも砂場で踏んで消したりする人もいます。
・子育てのお母さんは怖くて遊びに行けません。安心して小さい子供を連れて
行ける公園が子育て支援になると思います。
・できなければ飲酒禁止。大人は酔っ払って大声をだすが、小さな子どもや子
連れには迷惑です。
・警察官がパトロールする公園があってもよいと考えます。
・管理用通路にパトカーが通るだけでも犯罪の抑制になると思います。
・管理事務所などに警察官が立ち寄ることができれば安心です。

本市の考え方
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

検討

310 愛称募集を要望：原案策定の段階までに、該当する瀬谷区・泉区の小中高校の
関係機関のご協力を頂き次世代を担う児童・生徒の皆さんによる愛称（呼称）
募集を実施すること。公園のムードづくりにも効果あり。

検討

311 記念事業として、新型コロナウイルス退散・安全祈願として公園に花火を打上
げてほしい。

検討

312 主要な駅からバス等で行けるとよい。
検討
313 整備に時間を掛けすぎ。令和25年に全面供用するものを意見募集してもどうな
のか疑問。花博から10年以内の全面供用を希望。
検討
314 国際園芸博覧会終了後、令和10年から25年まで工事の予定となっているが、
もっと早く完成できないか。市民に喜ばれる公園を早くつくって下さい。
315 全面供用が令和25年では、遅すぎて今の時点と技術やトレンドも変わっている
可能性が大きく意味がない。時間を掛けすぎ。
知り合いに聞くまで公園について知らなかった。次回からは意見募集などは全
戸配布してください。

検討

検討

316 市民の財産として誇れるものにするために市民の要望・声を聞き取って進めて
欲しい。
検討

317 国際園芸博覧会のためではなく、市民の目線で取組を決定してください。
検討
318 パンフレットのハガキなど、意見を大々的に吸い上げる訳でもなく、市民の声
を聞き入れた政治を行っているか疑問を感じる。次回の選挙で、市民に賛同を
問うのでも遅くはない。もっと市民目線で政策を行ってほしい。高額な報酬を
もらっている割に、やっていることはあまりにも無能すぎる。
319 どさくさ紛れの意見募集はない。意見求めるならもっと時間を取って広報すべ
き。結果ありきのプランはダメ。意見募集窓口の常設が必要。

検討

検討

320 市民の要望に沿った計画にして欲しい。
検討
321 様々な意見が寄せられると思うが意見の数だけで決定しないで欲しい。団体で
同じ意見を多く出せば意見が通るというのは間違い。広く意見を聞くことも重
要だが、最後はプロである市が責任を持って判断し、計画を作ったほうが公平
だと思う。瀬谷区が自慢できるような公園を作ることを期待している。
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いただいたご意見については、本市の財政状況も
踏まえながら、早期に公園を利用いただけるよ
う、引き続き、整備計画を検討していきます。

検討

いただいたご意見については、本市の財政状況も
踏まえながら、早期に公園を利用いただけるよ
う、引き続き、整備計画を検討していきます。継
続して、事業の進捗に応じて、市民の皆様に情報
提供するとともに、ご意見を伺いながら事業を進
めていきます。
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。継続し
て、事業の進捗に応じて、市民の皆様に情報提供
するとともに、ご意見を伺いながら事業を進めて
いきます。

№

ご意見

分類

322 ・事業費については精査中とのことですが、値段が分からないものを税金で買
うということはできないので、精査の結果がいつ判明するかを明示するべきと
思います。
・精査結果の判明時点では、事業費の内訳はもとより、長期的な収支を明示す
べきと思います。
・その上で、市民からの意見募集をすると思いますので、その全体の行程表を
明示していただきたいと思います。
・ここからが大事な点ですが、オリンピック事業費や他の公共事業の事業費で
も明らかになったように、行政の算出する事業費、当初の建設費などは必ず相
当程度低めとなっているので、イニシャルとランニング、期待している収入を
含めた長期的な収支の算出方法をすべて明らかにし、外部の第三者機関にも検
証させる手続きを行っていただきたいと思います。公園計画と鉄道敷設はセッ
トですので、トータルとして見える化が必須でしょう。原資は、貴重な税金で
あるし、横浜市の財政基盤の将来性は、極めて危ういと市自身が認めているわ
けですから。
・やることありきという印象ですが、人口減少で税収減少、老朽化したインフ
ラの整備改修、高齢者への種々の出費の増加といった中で、なぜ、やらなけれ
ばならないのか、長期的な視野に立っての議論を行う上で、いまだに事業収支
も明示されておらず、その客観的な経済的精査も明示されていないのでは、
「やることありき」で進んで、「もう素案を通してやることが決まっているか
らいまさら後戻りできない」といった既成事実積み重ね方式といった、過去の
失敗続きの行政手法を繰り返すことにならないかと懸念しています。
・やはり正確な行程表、どの段階で何を示して（もちろん長期的な収支、これ
が大事）、どこで決めるといったことを明示したほうがよいと思います。事業
費、イニシャル・ランニング、収入見通しを精査中と答えるよりも、後戻りで
きる段階の中のいつ明示するとお答えいただきたい。
・また、一種の箱ものですので、来園者1500万人というらしいですが、5～20
年間くらいの期間について、一日当たりの人数と根拠を明示してください。そ
の上で、公園と交通機関の収支、もちろん第三者検証済みのデータを示せるの
はいつになるかが大事と思います。
・周囲の農地の保全やかつての原っぱでの自由な利用、一部は大池公園のコ
ピー的な施設、稼ぐのは駐車場料金といったところでよいと思います。もちろ
ん、赤字必至の鉄道はやめてバスで対処でしょう。一時的な利用者増は、ズー
ラシアと隣のガーデンネックレスみたいなバス対応で十分でしょう。

本市の考え方
事業費についてのご意見は、今後、設計等を進め
るなかで、引き続き精査していきます。来園者数
や交通機関の収支等についてのご意見は、関係部
署に情報提供します。その他の具体の施設は、今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。

検討

いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます。

323 エリアごとの素晴らしいアイデアや意見は多数出てくるでしょうし、ある意味
完成後の改修で いくらでも変更は可能だと思いますが、土木・大規模造成工
事等必要となる事項についてはぜひ広く・深く検討してください。

検討

324 作業員に被害がない計画、土地買収、工事を強く希望。（計画地には現段階で
判明していない危険がたくさんある。）

検討

325 防災公園のあり方については地元住民との協議の場を設けることを望む。
検討
326 植栽する樹木や草花を、学生に育成させる。例として、区の花や樹木を小学生
や中学生に育ててもらう。泉区の花のアヤメショウブを育ててもらう（「△△
小学校の花壇」、「△△中学校の樹」）
元は米軍基地ですから、基本、国から無償で供与されるのでしょうか？
327 実践活動事例の列挙：湧水を活用したホタル生息ゾーンの創設、ニホンミツバ
チの養蜂、竹チップを利用したカブト虫飼育、四季を彩る蜜源植物の植栽、無
患子（ムクロジ）工芸品、ひょうたんの栽培・工芸品の製作等々の活動事例を
列挙して頂きたい。

検討

検討

328 飲食店などは、安い価格で提供してほしい。利益利益ばかりを求められると気
軽に利用ができない。
検討

329 野外で働ける場をがあれば将来に希望が見える。
検討
330 計画の際は、今ある貴重な動植物の調査を十分に行い、さらにより良い環境に
なるようにしてほしい。
検討
331 家族で自然にふれながら楽しめる自然公園や、今も一部使われている近郊農業
の振興、福祉や防災などをメインとした計画にすべきです。何よりも、今横浜
に住んでいる市民が、楽しめ、暮らせるための計画が求められているのではな
いか。また「横浜緑税」の活用もはかるべきです。
332 農家さんの土地は、そのままに。何十年もかけて無農薬野菜を育てている。何
十年もかけて土壌をつくっている。その土地を譲れは、だめです。そのあたり
を理解して計画を。
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検討

いただいたご意見については、環境影響評価の手
続きの中で、動植物調査を実施しています。今
後、設計等を進めるなかで、引き続き検討してい
きます。
いただいたご意見については、今後、設計等を進
めるなかで、引き続き検討していきます横浜みど
り税のご意見につきましては、今後の参考とさせ
ていただきます。
いただいたご意見については、引き続き検討し、
あわせて関係部署にも情報提供します。

検討

№

ご意見

分類

333 瀬谷には畑に恵まれていますが後継者不足で畑が減ってきています。農体験で
はスマート農業や支援サービスを紹介し、担い手を育成できたら…
公園も条件が良ければ一部有料でも利用します。地元民が高額と感じない金額
設定であればリピート率は高いと思います。

本市の考え方
いただいたご意見については、引き続き検討し、
あわせて関係部署にも情報提供します。

検討

334 公園整備には反対。莫大な税金を投入して、市民生活や安全に供することがで
きるのか、コロナ禍の広がりのなか、まずはコロナを収束（息）させることに
全力投入すべきではないか。

参考

335 豊かな自然環境と農地を破壊しての公園建設は、温暖化対策や食料自給率の面
から反対。

参考

336 コロナ禍の中、生活に苦しんでいる市民が増えているのに、密をわざわざ作る
無駄な施設をつくる必要はない。

参考

いただいたご意見については、今後の参考とさせ
ていただきます。本公園は、土地利用基本計画に
基づき、郊外部の新たな活性化拠点の形成の一環
として、公園整備をするものです。

その他（80件）
旧上瀬谷通信施設の土地利用について（61件）
いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

337 実効性の乏しい「まちづくり」や「にぎわい」創出のために公共事業を推し進
めるのは、もはや時代遅れです。不要不急の施設やインフラ整備に血税を投入
するのはやめて下さい。一部の業者が徳をするだけで、大多数の市民にとって
は負の遺産にしかなりません。
「花博」開催にも反対です。
「花博」や新交通システム「上瀬谷ライン」等が計画されているそうですが、
少子高齢化が進み横浜市の財政も逼迫している昨今、時代錯誤な夢としか言い
ようがありません。いっそのこと、映画やドラマのロケ地としてPRしたらどう
でしょうか？コロナ禍で「密」が回避されている昨今、案外需要があるかも知
れません。
以上です。利害関係者だけでなく、幅広い市民の声が反映されることを切に
願っています。
338 農業振興ゾーンの充実：農業振興ゾーンを充実させる。例えば農業生産法人設
立（大手商社、小売り大手との提携等）による先進的・効率的な農業の施策。
せめて近隣の地産地消の実現に貢献する施策を検討する。又、観光農園は賑わ
い観光の観点でも出来れば充実させる。
339 物流ゾーンの充実：水素ステーション・電気自動車充電器の充実。この基本計
画内（ゾーン）は全ての電力を再生可能エネルギーで賄う。
340 将来にわたり、安全安心で、利便性の高いまちづくりの計画を強化してくださ
い。
341 観光・賑わいゾーン：テーマパーク等での箱物建築は極力縮小する。
342 交番は自然に溶け込む建物に。

情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供
情報
提供
情報
提供

343 大テーマパーク構想の撤回を求めます。この事業に使う金があるならコロナ対
策に振り分けるべき。
344 高齢者や福祉施設の充実化。貴重な土地です。どう利用するかによって、未来
が大きく変わります。市民に向き合った計画をどうぞ宜しくお願い致します。
345 テーマパークの誘致を希望
計画地周辺には市民のための公園施設や市民の森が数多く存在し、素案の公園
施設では客層が重なり既存公園が寂れていく。
346 博覧会後にテーマパークになることを期待。

情報
提供
情報
提供

情報
提供
情報
提供

347 ディズニーランドのような、全国から集客できるテーマパークを誘致してくだ
さい。その周囲にみどりのエリアを作ってください。横浜の経済外からお金を
落としてもらうことを考えて計画してください。
348 ゲーム・アニメ・マンガ・色々な日本文化等をテーマにした、ディズニー級の
テーマパークにすれば、世界中から人が集まる。
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情報
提供

情報
提供

№

ご意見

分類

349 アニメやマンガは日本の誇る文化であり、外国人観光客にも一度に楽しめる、
アニメ・漫画対象エリアをは毎年収入が見込める。
出版社・制作会社等によるグッズ、コラボカフェ、展覧会、イベント等のブー
スなどを設置による継続的な集客が見込める。
ビックサイトのような場所を作ることでコミックマーケットのような集客が見
込める。
新しいアニメが始まるごとにブースを変えてゆけば、継続的に集客できる。
350 ジャニーズ事務所と提携した遊園地や、マンガやアニメの遊園地をつくる方
が、ＩＲをつくるより集客がありそう。

351 テーマパークは、価値が100年後も不変の「人と自然環境・野生生物との共
存」をテーマにしたものにしたものにして欲しい。具体的には「江戸時代末期
から明治時代初期の横浜の里山環境再生」です。栄区の「自然観察の森」で行
われている環境教育や「上郷森の家」で行われている体験教育を取り入れたは
どうでしょうか。伝統的な水田耕作や暮らしを子供たちに体験してもらうと同
時に野生の動植物の保護を図って欲しいです。

情報
提供

情報
提供

情報
提供

352 テーマパークはお金の無駄。

情報
提供

353 テーマパークの誘致は立地が悪いため必ず赤字になるからやめるべき。

情報
提供

354 テーマパークは絶対不要。これ以上横浜市からゴミやCO2排出は増やさないよ
うにしてほしい。自然豊かな場所の開発を続けている横浜市長のあり方に疑
問。
355 テーマパークなどはやめて欲しい。

情報
提供
情報
提供

356 上瀬谷米軍跡地の全体計画には反対。テーマパークを新たに作ろうなんてナン
センス。
357 一時話題になったテーマパークは言わずもがな反対です。市としては収入源を
増やしたいのでしょうが、多額の税金や時間が必要です。
358 最後に横浜に残された、大事な国民の財産です。ほぼ公園緑地に残すべきで
す。市の計画テーマパークなど絶対にしてはなりません。
瀬谷市民は永いあいだ米軍基地で苦しめられてその上に、テーマパークなどで
交通渋滞などで苦しめられることに反対です。
359 巨大なテーマパーク計画はコロナ禍後の社会のあり様を考えて抜本的に見直し
て欲しい。
360 大テーマパーク構想の撤回を求めます。この事業に使う金があるならコロナ対
策に振り分けるべき。
361 レジャー施設などは必須ではないと思います。経済も大切なことは承知してい
ますが、各現場で不足なことがあります。問題が溢れかえっています。ひとつ
の問題から付随して発生する問題もあります。今を生活している人々の不安や
訴えを、「確りと」受け止め、それに応える形で計画を立てて欲しいです。外
側から見ていても(例え、話を聞いても)中は見えません。内側から、本当に今
必要としていることを見定めた、市民のことを思いやった判断であることを心
から願います。
362 花博やら何やらとイベントがあるが、ゴミの不法投棄など、最近の上瀬谷は汚
れすぎている。
住民の意識と行政の認識不足を疑います。
363 超高齢化社会の中で、介護施設や医療機関の建設整備を望む。

情報
提供
情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供

364 高齢化が進行する中、医療介護等の福祉施設の整備をしてほしい。

情報
提供

365 超高齢化社会が進展する中、一人ひとり健康維持やその後の備えの支援が必
要。医療、介護等の福祉施設整備の計画を希望。公園墓園も当初の計画通りに
して欲しい。

情報
提供

366 2020年3月に策定された旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画には「超高齢(化)
社会といった状況への対応が必要となる基盤整備」が示されていました。医療
介護などの福祉施設整備を計画に入れて下さい。

情報
提供

367 超高齢化社会が進展しています。医療介護等の福祉施設整備を計画に入れて下
さい。
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本市の考え方
いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

情報
提供

№

ご意見

分類

368 コロナ対策を含め、医療・福祉施設を充実して欲しい。例えば収容施設など患
者が困らないような政策と施設整備。
369 現在進行中のコロナウイルス問題と関連して医療・介護等の福祉施設整備計画
に力を入れて欲しい。
370 超高齢化社会が進む中で、医療・介護等の福祉施設整備計画を是非入れて欲し
い。市が主体の事業なので、区画整理事業基本計画に入れたものは、市民のた
めに具体化すべき。
371 医療介護等の福祉施設の整備。

情報
提供
情報
提供

情報
提供
情報
提供

372 超高齢化社会が進展する中で、一人ひとり健康維持や、その後の備えの支援が
必要となる。医療、介護等の福祉施設整備を計画に入れて欲しい。また公園墓
園も当初の計画通りにして欲しい。
373 基本計画で述べている「将来想定される課題への対応に、医療、福祉、公園型
墓園等の検討」の具体的な計画を示して欲しい。
374 基本計画の「医療・福祉の施設、墓園等」の具体化が未提示、高齢化社会のモ
デルとなる公園が瀬谷にできるのを期待。
375 ①不足している、高齢者施設、医療機関ー特に感染症対応、保育園などの市民
生活に不可欠な施設の建設が必要です。
介護施設については、病院、リハビリなど高齢者の全ての場面での対応ができ
る多面的、総合的な施設を望みます。
②女性の支援施設。相談援助は当然。シェルターも必要。
③市営住宅の建設

376 高齢化やコロナ禍をはじめとする新たなウイルス・災害に備えて旧上瀬谷通信
施設跡地は土壌汚染洗浄、整地を行い、総合医療施設や介護・老人施設建設を
行うべき。利用者のほとんどいないハマ弁をやめ、完全給食化への道を進める
べく、農や交通の利便性を活かした給食供給センターを作るべき。ハマ弁やカ
ジノ、新劇場予算をこれらの建設・職員集めにまわせば、充分実現可能である
と考える。
377 医療や福祉施設整備を計画に入れ、コロナ禍の状況等が起っても安心して対
応・利用できる計画として欲しい。
378 高齢化社会が進行する中で一人ひとりの健康維持や、その後の備えの支援が必
要になっている。医療・介護等の福祉施設整備を計画に入れて欲しい。
379 瀬谷区に公的病院がない。新型コロナウイルスで医療が崩壊寸前です。医療施
設・公的病院を整備して欲しい。
380 医療・介護・公園墓園等市民にとって必要な施設の整備は、当初計画通りにし
てほしい。これらの施設はどこのエリアに整備されるのか明記してほしい。
381 介護や障がい者の為の施設。

情報
提供

情報
提供
情報
提供

情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供
情報
提供
情報
提供
情報
提供

382 老人ホームの建設。

情報
提供

383 通信施設の用地内に当面コロナ対策用感染症隔離施設を建設して新型コロナウ
イルスに対応し、建物はやがてコロナ対策の後は高齢者養護施設となる様にす
る。
384 ・緊急時、災害時等に対応できる病院・介護施設の建設。
・医療従事者・介護従事者の育成の為の施設の建設。

情報
提供
情報
提供

385 ショッピングセンターや銀行等がまとまってあると良い。

情報
提供

27

本市の考え方
いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

№

ご意見

分類

386 テーマパークではなく、日本先端を行くこれからの未来に必要な瀬谷タウンを
作って下さい。
・未来の学校システム。学びたいことを学べ、ボランティアの枠がたくさんあ
る学校。
・高齢者アパート、高齢者施設。（低価格、手づくり料理付き、学生ボラン
ティア）
・シェアハウスの充実。食事を提供してくれる寮のようなシェアハウス（子供
が巣立った後の60代70代がターゲット）
・小規模のものをたくさん建てる。調理の仕事の充実。多目的室、文化棟、屋
外屋根付きスペースがあり、趣味の活動ができる。
・歩道、自転車道、車道は別に設置。自転車タクシーが行き交う。
387 新しく鉄道開発するのは不要と思います。

本市の考え方
いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

情報
提供

情報
提供

388 新たな施設やテーマパークがこれから先、必要か？ 貴重な税金を無駄使いし
てほしくない。
あの広大な土地を、そのまま皆の憩いの場として欲しい。
389 中学校の給食センター。

情報
提供
情報
提供

390 市民の立ち入るレジャー施設よりも、これから必ず衰退する産業である農業に
関しての施設にした方が良いと思います。例えば就農希望者に対しての本格的
な指導教育施設として、市内の耕作放棄地(すぐにヤードに成る可能性大)を含
め、一大農業施設にした方が良いと思います。
広大な敷地を利用して、犯罪者の更生、教育、治療(性犯罪・薬物中毒者)を行
う大規模施設の建設が望ましいです。
391 跡地の土地利用をまだ変更できるのであれば、「物流ゾーン」は不要。
サーキットが公園施設として認められないのであれば、公園以外の施設として
整備するのもやむを得ない。
392 どうかテーマパークなどにせず市民が活用できる公園、墓地、市民スポーツセ
ンターなどを計画してほしい。
393 レジャーランドや商業施設、その上鉄道までと聞くと違和感がある。箱物に税
金は使わないで欲しい。
394 テーマパークも、TDLが一人勝ちのマーケットの中で、どこかの企業が初期費
用を税金で面倒見てくれるということに喰いついてエントリーしても勝ち目が
ない中で早々に撤退したら、後始末を税金でやることとになるので、二重の税
金支出のおそれがあると思います。
395 記載されてませんがショッピングモール等は不要です、車走らせれば近くに安
い店があります。
396 旧基本計画にあるように、緑の保全と環境に配慮した利用計画に改めて欲し
い。大規模な集客、商業施設は不要。
397 瀬谷には畑に恵まれていますが後継者不足で畑が減ってきています。農体験で
はスマート農業や支援サービスを紹介し、担い手を育成できたら…近辺の畑は
なるべくそのままにしていただきたいです。毎日横浜野菜を美味しく食べてい
ます。

情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供

情報
提供

周辺の交通について（15件）
398 開発していくなら、交通が不便でも駅から歩いて楽しめるようにアクセスまで
の道を賑やかにするとか、動く歩道導入するとか検討お願い致します。
399 慢性的な渋滞が予想される為、公園への車両交通アクセス整備の検討を希望
1 細谷戸住宅北側道路の野境道路までの東進（渋滞緩和の為）
2 野境道路上川井から三保街道への直接アクセス可能な北進（国道16号線渋
滞緩和及び野境道路の渋滞緩和並びに中山方面）
3 亀甲山交差点から南西道路の延長（渋滞緩和及びアクセスを増やす為）
4 東野住宅から中原街道への南進・細谷戸住宅から八王子街道までの北進
（環状4号線海軍道路の渋滞緩和・アクセス拡大の為）
5 八王子街道、環状4号線の立体交差（渋滞緩和の為）
6 保土ヶ谷バイパス（大和バイパス）から直接アクセスの為の橋上道路設置
（アクセス及び渋滞緩和）
400 今でも海軍道路は渋滞し、４車線になっても更に混雑する。

情報
提供

情報
提供

情報
提供

28

いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

№

ご意見

分類

401 建設の結果、車などが増えたら、交通災害などの問題が起きるのでは、法律や
条例で対処できるか。
402 渋滞もいらない。

情報
提供

本市の考え方
いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

情報
提供

403 交通機関の充実による渋滞緩和のために、まずは道路整備をぜひ進めていただ
きたい。
現在でも保土ヶ谷バイパス上川井ICや東名高速横浜町田ICは渋滞、テーマパー
クができれば、さらなる混雑も予想される。
交通整備がしっかり整わないと、近隣住民はもちろん、住みやすい街ではなく
なってしまうのも残念。
404 交通は瀬谷駅からモノレールを建設して、旭区の卸売市場まで延長して卸売市
場を活性化して商品の供給をする傍ら、ショッピングモールを作り、日常を楽
しみ且つ買い物を楽しむ地域にする。
405 道路の整備を希望。

情報
提供

情報
提供
情報
提供

406 瀬谷駅から鉄道を通すのであれば、行き止まりにせず横浜線や田園都市線につ
ながる路線を通した方が良い。
407 道が一本道しかないので、混むので、そのあたりを考えてほしい。桜並木は、
どうなるのか？
408 道路網の整備をこの周辺のみでなく、国道1号線から南北に貫く道路(4号線の
拡幅)を整備してほしい。周辺道路(新設、拡幅)を整備してほしい。花博まで
全ては不可能と思うが。
409 新交通システムの赤字が嵩むだけではないか。新交通システムを延伸し集客力
を上げ、税金の無駄排を要望。
410 新交通システムは、公園エリアだけでも高度利用が維持できるぐらいの気構え
で臨んで欲しい。
411 新交通を導入するのであれば、行き止まり路線とならないように調整して欲し
い。
412 新交通？中途半端なシステムはいらない！

情報
提供
情報
提供

情報
提供

情報
提供
情報
提供
情報
提供
情報
提供

その他（4件）
413 花博は今やらなくてもいいのではないか。
情報
提供
414 私の意見ですが、あとあとツケを残す事例が多いので、国際博覧会は全て仮設
で設置して、あとで維持管理費がかさむような「箱もの」は設置しないのがよ
いと思います。

情報
提供

415 農業振興を行い横浜の自給率を上げる。農業従事者への補助金。
情報
提供
416 地球環境を守るための政治にして下さい。
情報
提供
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いただいたご意見については、関係部署に情報提
供します。

