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「横浜市都市計画マスタープラン・栄区プラン『栄区まちづくり方針』」改定素案に対する 

市民意見募集の実施結果について 

 
栄区では、「横浜市都市計画マスタープラン・栄区プラン『栄区まちづくり方針』」の改定にあた

り、平成 30年 12月に改定素案を公表し、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 30 年 12月３日（月）から平成 31年１月 18日（金）まで 

意見提出方法 郵送、電子メール、ファクシミリ、書類持参、電子申請、説明会 
改定素案（全文）の

公表・配付場所 
栄区区政推進課、栄区内各地区センター・コミュニティハウス・ケアプ

ラザ、栄区民活動センター、栄図書館、市役所市民情報センター、都市

整備局地域まちづくり課、説明会会場（本郷地区センター、笠間ケアプ

ラザ、栄区役所）及び栄区ホームページ 
 

２ 実施結果 

提出者数 50名 

 提出方法 郵送（７名）、電子メール（２名）、ファクシミリ（１名）、持参（５名）、

電子申請（１名）、説明会（22名）、その他（12名） 

意見数 145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 
分 類 件 数 番号 No. 

(1) 改定原案に反映したもの 15件 １-15 

(2) ご意見の趣旨が改定素案に（一部）含まれていると考えられるもの 29件 16-44 

(3) 今後の参考とさせていただくもの 54件 45-98 

(4) 計画には反映しないが対応するもの ５件 99-103 

(5) 関係機関と情報共有するもの 22件 104-125 

(6) 計画にご賛同いただいたもの ２件 126-127 

(7) ご意見ではなくご質問であったもの 14件 128-141 

(8) その他 ４件 142-145 
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分類別のご意見の概要と意見に対する考え方 
(1) 改定原案に反映したもの 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

１ 21 

地域コミュニティの核となっている団体とし

て、マンション管理組合の存在を認識すべきで

す。平成 27年 5月、総務省自治行政局制度課長

から各都道府県総務担当局長に「管理組合にも

同様な取り扱いを行うこと」の文章通知がなさ

れています。 

素案 21ｐ第３章２(5)に「自治会・町内会等」と

変更します。 

２ 23 

水害の図面が区配布のハザードマップと違う。 区配布の洪水ハザードマップでは「浸水想定区

域」を示しているのに対し、素案では、より広

い範囲となる「浸水の恐れのある区域」を示し

ています。 

素案 23ｐ第１章２(6)「ハザードマップ（洪水）」、

48ｐ第３章５「都市防災の方針図」それぞれの

図に「浸水の恐れのある区域」に加え「浸水想

定区域」を示し、両区域が分るように変更しま

した。 

３ 28 

改定素案Ｐ.28に空き家に関する記述があるが、

栄区の空き家率が他区と比べて低いのはなぜ

か。また空き家対策にある初期指導通知とはど

のような内容なのか。 

初期指導通知がどのようなものか分かるように

素案 28ｐ第１章２(9)に 

「（所有者等が、空家等の適切な管理を促進する

ための、情報の提供や助言などを行う）」 

と初期指導通知について追記しました。 

横浜市における空家率は、都心部が高く、郊外

部が低い傾向があります。一般的に、郊外部は

都心部に比べて、建築物が比較的新しいことな

どが理由として考えられます。 

４ 34 

自然系土地利用に関しては、インバウンドも視

野に入れ、まちづくりをじっくりと検討すべき。 

ご指摘を踏まえ、第３章３都市環境・魅力の方

針に 

「横浜自然観察の森や市民の森等については、

豊かな自然環境とふれ合える場として活用を進

めています。」 

「また、これらの地域資源の魅力発信等にも取

り組んでいきます。」 
と追記します。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

５ 35 

野七里の建築協定を更新する作業を担ったが、

風致地区の厳しい規定があるため建築協定とし

ては、専用住宅（二世帯住宅含む）に限ると付

け加えただけであり、一部の人が人口減少と高

齢化を建築協定のせいと決めつけるのは間違っ

ている。新しい住宅地として再生するならば、

建築基準法と風致地区の規定を見直す必要があ

る。 

建築協定だけでなく、広く土地利用に関する制

度の見直し等を検討する必要があると考えてお

り、第３章１(1)に 

「～身近な生活利便施設の導入や交通利便性の

向上、土地利用に関する制度の見直し等、若い

世代の流入が見込める魅力的なまちづくりを進

めます。」 

と変更します。 

６ 37 

栄区のマスタープランでは「高齢化の進行」が

それぞれの分野別方針の基本キーワードになっ

てこなければならない。また本郷台駅周辺の文

化施設へのアクセスが不便といった都市交通の

課題が地域コミュニティの課題にも連動してい

る。区民の使う文化施設や買い物の利便性が増

すようにコミュニティバス等の地域交通につい

て重視していただきたい。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交

通利便性の向上は重要な課題だと認識してお

り、素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～、地域の特性や交通ニーズに応じたバス路

線や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転

技術など生活に密着した交通手段の導入可能性

の検討等、交通利便性の向上に向けて交通事業

者等と共に取組みます。」 

と記載しています。 

さらに、高齢化や人口減少の進行を前提として

いることが分かるように素案 1ｐはじめに１(1)

に 

「～都市防災の重要性 や少子高齢化・人口減少

社会の到来 など社会状況の変化や、道路事業、

開発事業等に対応するため栄区プランを改定し

ます。」 

と追記します。 

７ 40 

庄戸地区は「横浜自然観察の森」「瀬上市民の

森」「鎌倉天園ハイキングコース」続く「梅沢

山ハイキングコース」をつなぐ要の位置にあり

ますが、交通機関が不十分なために自然愛好家

の足を遠ざけている。大船駅や金沢八景駅へ直

行できる公共交通手段の整備を検討願いたい。

「横浜自然観察の森」を核とする一大自然観光

地ができると思います。 

第３章３都市環境・魅力の方針に 

「横浜自然観察の森や市民の森等については、

豊かな自然環境とふれあえる場として活用を進

めています。」 

「また、これらの地域資源の魅力発信等にも取

り組んでいきます。」 
と追記します。 

また、各地へのアクセス改善も課題だと認識し

ており、素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～地域の特性や交通ニーズに応じたバス路線

や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転技

術など生活に密着した交通手段の導入可能性の

検討等、交通利便性の向上に向けて交通事業者

等と共に取組みます。」 

と記載しています。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

８ 44 

小中学校の統廃合は行わないようにし、若い人

が住める努力をするべき。 

学校の学区変更、統廃合等は「横浜市立小・中

学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本

方針」を基に、それぞれの学校の立地条件等を

考慮して判断されます。 

また、若い世代の流入等については、具体的に

読み取れるよう、第３章１(1)に 

「～身近な生活利便施設の導入や交通利便性の

向上、土地利用に関する制度の見直し等、若い

世代の流入が見込める魅力的なまちづくりを進

めます。」 

と変更します。 

９ 44 

本郷台駅周辺はかつて国有地であったという制

約があり、港南台駅のように計画的なまちづく

りは行えなかった。そのような中でも駅周辺に

保育園などの託児施設や学校施設などの設置の

長期計画があればよかった。横浜市は若い世代

がなぜ区内から出ていってしまったのかという

分析が不足していた。そのあたりは計画がずさ

んであったと考える。駅周辺のまちづくりにつ

いても意見をもっと出していくべきであった。

今後は若い世代が戻って来られるようなまちづ

くりを考えていただきたい。 

様々な主体との検討や議論を踏まえ、平成 27年

に策定した本郷台駅周辺地区まちづくり構想に

基づいてまちづくりに取り組んでいきます。 

また、若い世代の流入等については、具体的に

読み取れるよう、第３章１(1)に 

「～身近な生活利便施設の導入や交通利便性の

向上、土地利用に関する制度の見直し等、若い

世代の流入が見込める魅力的なまちづくりを進

めます。」 

と変更します。 

10 45 

以前から決定している開発事業を行っても地域

の活性化には繋がらない。また敬老パスなどを

利用し駅前の商業店舗を利用することで、地域

内の商店の利用が減少している。無料バスなど

検討し、地域の中の活性化を検討していただき

たい。 

第３章１(1)に 

「～身近な生活利便施設の導入や交通利便性の

向上、土地利用に関する制度の見直し等、若い

世代の流入が見込める魅力的なまちづくりを進

めます。」 

と変更します。 

身近に生活利便施設があることが持続可能なま

ちづくりによる活性化につながると考えていま

す。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

11 45 

基本理念を実現するための 5 つの目標が掲げら

れているが、それに下記の目標を追加したい。 

１.高齢化対策 栄区は市内 18 区の中で高齢化

率が最も高い。栄区内でも上郷東南部は特に高

く高齢化率が 60％に達している町もある。まさ

に限界集落である。介護を必要とする高齢者は

老人を守ることは現役世代の責任という認識に

立ってきちんと対策を立てるべきである。次の

項目を市や国に働きかけて実現する。 

1）介護認定基準の緩和 2）特養の入所基準を

介護３から介護１に緩和する。 3）特養施設を

充実する 

栄区内の現在の特養施設、５施設 426 床は圧倒

的に不足。 

・要介護に対するサービス基準を見直し拡充す

る。 

・訪問介護を拡充する。 

高齢化や人口減少の進行を前提としていること

が分かるように素案 1ｐはじめに１(1)に 

「～都市防災の重要性 や少子高齢化・人口減少

社会の到来 など社会状況の変化や、道路事業、

開発事業等に対応するため栄区プランを改定し

ます。」 

と追記します。 

いただいたご意見は今後の参考とさせていただ

きます。 

12 47 

横浜市は、国の防災基本計画の「地方公共団体

は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地

震・津波による被害を想定し、その結果に基づ

き減災対策の推進に努める。」の規定に従い、

2012年 10月、これまでの想定被害を抜本的に見

直し、元禄型関東地震を基に「地震防災戦略」

を策定しています。しかし、2015 年の神奈川県

の大正型関東地震における被害想定は、これよ

り一段と想定被害が厳しいものとなっていま

す。このことは、国の防災基本計画の「あらゆ

る可能性を考慮した最大クラスの地震・津波に

よる被害を想定し」に全く反することになりま

す。 ～中略～ 従って、地震防災戦略策定に

あたっては、市内各地において想定震度は新旧

マップの想定震度を比較して、より大きい方を

採用し、文字通り各々の区民が居住する地域に

おいて「あらゆる可能性を考慮した最大クラス

の地震」への防災戦略となるよう、きめ細かい

配慮が必要です。 

素案 25ｐ第１章２(6)に 

●大正型関東地震想定被害 （出典：平成 30

（2018）年 震度分布図：大正型関東地震（神奈

川県くらし安全防災局）） 

を追加します。 

なお、大正型地震は「横浜市地震被害想定専門

委員会」においても検討されています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bo

usai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/jis

hin/higai/jishinhigai.html 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

13 48 

防災ハザードマップに掲載されている情報と改

定素案に掲載されている情報に差異があるが、

そのあたりなぜなのか。 

区配布の洪水ハザードマップでは「浸水想定区

域」を示しているのに対し、素案では、より広

い範囲となる「浸水の恐れのある区域」を示し

ています。 

素案 23ｐ第１章２(6)「ハザードマップ（洪水）」、

48ｐ第３章５「都市防災の方針図」それぞれの

図に「浸水の恐れのある区域」に加え「浸水想

定区域」を示し、両区域が分るように変更しま

した。 

14 62 

上郷開発について、軟弱地盤の上への更なる盛

土を施す市街地造成計画では、神奈川県の大正

型関東地震被害想定によると計画地に「液状化

の可能性が極めて高いエリア」が含まれ、全域

にわたって震度 7 を含む強震が見込まれていま

す。さらに開発により雨水の流出が増え、昨今

の 1 時間に 100mm を超える豪雨の増加と相まっ

て、いたち川や柏尾川流域の水害の増大が懸念

されます。従って、この開発計画を見直すこと

も視野に、この記述を「都市計画決定に基づき、

開発申請が提出された場合は、住民の安全・安

心を十分考慮し、申請内容を吟味します。」な

どとするよう要請します。 

素案 62ｐ第４章７【まちづくり方針】≪土地利

用≫４項目に 

「地域の自然環境、歴史資産などの周辺環境 や

安全性 にも配慮しながら」 

と変更しました。 

なお、開発申請が提出された場合は、市が都市

計画法及び関連法令と照らし合わせ、慎重に審

査、指導を行います。 

15 28 高齢化による空家増加を懸念している 空家対策については素案 28ｐ第１章２(9)に記

載しているように課題だと認識しており、素案

45ｐ第３章４(2)に空家の活用について記載し

ています。 

加えて素案 34ｐ第３章１(1)に 

「空家化の予防や管理不全な空家の増加防止に

向け、所有者、行政、地域などの多様な主体が

連携して取り組みます。」 

同(7)に 

「既存のルールについては人口減少、少子高齢

化の進展や空家対策の視点などを踏まえた見直

しを推進します。」 

と追記・変更します。 
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(2) ご意見の趣旨が改定素案に（一部）含まれていると考えられるもの 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

16 10 

人口減少や高齢化などの課題を区全体でどのよ

うに捉えていくのか。個人的に区の目標は区内

の活性化と住みやすいまちづくりが目標であ

り、栄区全体の問題として水平的に考えて課題

を出すべきである。 

素案 10ｐ 第１章 2(1)に人口減少や高齢化に関

する現状と課題を記載しています。 

17 10 

20 年後はどうなのかという面を踏まえたまちづ

くりをお願いしたい。 

区プランはおおむね 20年後を想定して作成して

おり、将来人口推計等の様々なデータに基づい

て現状分析、課題抽出、目標設定、方針策定を

しています。 

18 11 

区内の高齢化が進んでいる。特に区の東部や西

部では動きが乏しい。本当に区は栄区のことを

理解しているのか。市全体の高齢化率よりも栄

区全体や上郷地区の高齢化率は大きく上回って

いる。配布されている概要版にはそのあたりが

掲載されていないので、作り変えることも検討

していただきたい。 

素案 10ｐ 第１章 2(1) に人口減少や高齢化に

関する現状と課題を記載しています。 

19 25 

素案 25頁にあるように、元禄型並びに大正型の

関東地震が発生すれば、震度６強ないし震度６

弱が区内の多くの地域で予測されています。政

府の予測では、今後 30 年間に震度６以上の地震

が起こる確率は横浜市は 82％となっています。

特に斜面崩壊が予想されますので、斜面に建て

られた住宅やマンションへの対策が急務だと思

います。 

災害対策は重要だと捉えており、改定にあたっ

てまちづくりの目標に「災害に強いまちづくり」

を追加しています。 

上下水道などのライフラインの耐震性の向上を

図る、急傾斜地崩壊対策事業を促す等、災害に

強いまちづくりを進めます。 

20 28 

改定素案 P28 の区別の戸建て総数に占める空き

家の割合は、横浜市全体で突出して低い値とな

っていますが、現実に反しているように思われ

るので再検証をお願いしたい。また、最近刊行

された本によると、栄区の空き家予備軍率は

32.2％と関東で１位となっています。これとて、

６年も前の 2013年の数値を基に計算しているの

で、現在は更に空き家率は高いはずであり、将

来は加速度的に空き家が増加すると考えられま

す。 

区プランでは総務省の住宅・土地統計調査を基

に作成しており、「空き家予備軍」という基準を

設けていないので、算出方法が異なります。 

素案 28ｐ第２章２(9)には 

「少子高齢化の進展に伴い、空家の割合・数の

増加が見込まれる」 

と記載してあり、同じ課題は捉えています。 



8 
 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

21 34 

素案 34頁に「区西部の農業専用地区については、

良好な農地を保全し、農業振興を図ります」と

あるのに、50頁では田谷の農地の真ん中に高速

南環状線の栄インターチェンジ・ジャンクショ

ンを建設するのは、農地を破壊するもので、許

されません。 

道路事業は都市計画決定に基づき進められます

が、農地は貴重な地域資源だと認識しています。 

該当地区については、素案 35ｐ第３章(8)に「～

営農環境、自然環境、住環境との調和を図りつ

つ、地域にとって必要な機能の導入が図られる

よう検討します。」 

また、素案 50ｐ第４章１に 

「田谷及び長尾台の農地は、市内に 28 ある農業

専用地区の１つであり、地域住民の原風景とな

っている貴重な田園風景を残しているため、そ

の魅力を維持しつつ保全に努めます。」 

と記載しています。 

22 35 

上郷東地区は地区計画がある地域であり、その

影響で核家族化が進み人口が減少している。建

築協定や地区計画は当初の効果を無くしてしま

っており、現状のままだと大変なことになる。 

人口減少や核家族化は様々な原因により生じて

いると考えています。 

素案 35ｐ第３章１(7)に 

「既存のルールについては、人口減少や少子高

齢化の進展などを踏まえた見直しを推進しま

す。」 

と記載しています。 

23 35 

田谷のジャンクションの建設後の道路以外の土

地利用について、以前の土地利用が農地だった

ことを踏まえた土地利用の誘導が必要。 

素案 35ｐ第３章(8)に 

「～営農環境、自然環境、住環境との調和を図

りつつ、地域にとって必要な機能の導入が図ら

れるよう検討します。」 

と記載しています。 

検討にあたっては住民のみなさまの意見を取り

入れながら進めたいと考えています。 

24 37 

舞岡上郷線は平成 22年に開催された舞岡上郷線

検討委員会で「当該地域の人口や自動車保有台

数も減少傾向にあることから、当面の間は、2

車線での本格的な整備でも対応できる」提言さ

れている。上郷東地区で問題となっているのは、

環状４号線の渋滞であり、神奈中車庫前交差点

の渋滞が解消されれば舞岡上郷線の 4車線化の

必要はない。環状４号線は全線の拡幅整備を進

める必要がある。 

舞岡上郷線については、港南区境の環状３号線

から環状４号線の神奈中車庫前交差点まで、２

車線で供用されていますが、沿道のまちづくり

を前提に４車線化を推進します。 

また、環状４号線については、南河内交差点か

ら神奈中車庫前交差点までの４車線化を推進

し、神奈中車庫前交差点以南についても、今後

の道路改良等を検討していきます。 

なお、これらの整備方針は素案 37・38ｐ第３章

２(3)ア「幹線道路・主要な地域道路の整備」 

に記載しています。 

25 37 

高齢化のためのミニバス運用（身近な生活利便

施設へ向かうための） 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交

通利便性の向上は重要な課題だと認識していま

す。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

26 44 

寒川町のコミュニティバス「もくせい号」の例

のように、コミュニティバスの運行が求められ

る。コミュニティバスはリフト付きとする。ま

た、コミュニティバスを活用し高齢者の居場所

を作る。 

素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～地域の特性や交通ニーズに応じたバス路線

や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転技

術など生活に密着した交通手段の導入可能性の

検討等、交通利便性の向上に向けて交通事業者

等と共に取組みます。」 

と記載しています。 

27 37 

駅周辺への集約ではなく、各々の地区が活力を

維持できる取組みをお願いしたい。第一希望：

コミュニティバス導入による回遊性の確保、例

えばスーパー、地域ケアプラザ、自治会館、主

要公園などを回り、買い物や地域の集まりに参

加できる足を確保する。コストが課題だが、様々

に工夫余地がある。①コンパクトで安価なバス

導入 ②稼働時間限定 10時～16 時等 ③利用

者応分負担 

在宅勤務が急速に広がっており、交通の便より

住環境が重要視される時代が来ています。 

栄区全体が活力のあるまちづくりができるよう

素案 44-46ｐに「都市活力・地域コミュニティの

方針」を記載しています。コミュニティバス等

については、素案 37ｐ第３章２(1)アに「～地域

の特性や交通ニーズに応じたバス路線や、乗り

合いタクシー・小型バス・自動運転技術など生

活に密着した交通手段の導入可能性の検討等、

交通利便性の向上に向けて交通事業者等と共に

取組みます。」と記載しています。 

28 37 

すべての課題に関連してくるのはインフラ整備

の課題が大きな要因である。横浜市の南部と北

部では都市交通の整備進度に差別がある。この

ままでは都市交通課題は道路整備やバス網整備

では解決しないと思われる。地域交通では課題

解決に向けてバス以外にも新たな交通手段も含

めた検討するという方針内容にしていただきた

い。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交

通利便性の向上は重要な課題だと認識していま

す。 

素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～地域の特性や交通ニーズに応じたバス路線

や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転技

術など生活に密着した交通手段の導入可能性の

検討等、交通利便性の向上に向けて交通事業者

等と共に取組みます。」 

と記載しています。 

29 37 

バス路線の整備希望（小菅ケ谷１～２丁目）本

郷台駅、大船駅へもバス停が近くにないので、

高齢者にとっては歩くのがきついです。 

素案 37ｐ第３章２(1)ア 住宅地内への地域交

通サポートに高齢者などの移動を容易にする日

常的な交通手段の確保について記載していま

す。 

なお、横浜市では、既存バス路線がない地域な

どで、住民の方々が集まり、生活に密着した交

通手段の導入に向けて取り組みを行っているケ

ースが多くみられますが、このような地域の主

体的な取組がスムーズに進むよう支援を行い、

公共交通の実現を目指す「横浜市地域交通サポ

ート事業」を実施しています。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

30 37 

歩道を自転車が走らないようにしてもらいた

い。狭い歩道では危険を感じる。また、歩道が

斜めになっていて歩きにくい。歩行者優先の考

え方でやってほしい。車優先に感じる。 

交通マナー啓発等に取り組みます。 

また、素案 37ｐ第３章２(2)に 

「～歩道の整備、信号機等の整備、交差点の改

良等、総合的な対策を行うことにより、安全快

適な歩道の創出を目指します。」 

と記載しています。 

31 37 

バス便減少を無くす。 栄区では高齢化が進行していることもあり、交

通利便性の向上は重要な課題だと認識していま

す。素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～地域の特性や交通ニーズに応じたバス路線

や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転技

術など生活に密着した交通手段の導入可能性の

検討等、交通利便性の向上に向けて交通事業者

等と共に取組みます。」 

と記載しています。 

32 37 

道路交通について。上郷から本郷小学校に至る

歩道の部分がかなり狭いところが多い。車椅子

でバス停まで歩道を通ることができず、車道に

出ないと通行できないところがある。そのよう

な部分だけでも電柱を地中化するなどして、歩

道の確保を実行していただきたい。 

区内の幹線道路のうち、特に環状４号線は歩道

が狭く交通量の多い部分があるので、歩道改良

等を優先して取り組みます。 

素案 37ｐ第３章２(2)に「安全快適な歩道の整

備」に関する方針を記載しています。 

33 38 

素案にも渋滞対策が必要と記されていますが、

本郷小学校から先の４号線の拡幅に目途が立っ

ていないなか、このＴ字路交差点について次の

とおり提案します。 

（1）公田方面からの道路に、何とか左折レーン

を設ける。 

（2）舞上線の４号線とのＴ字路交差点から 100m

程度舞岡側を拡幅し４車線とする。 

（3）信号機を改良し、青赤信号の継続時間をそ

の時の渋滞状況に即応したものとする。 

素案 38ｐ第３章２(3)ウに 

「また、環状４号線と舞岡上郷線の交差部であ

る神奈中車庫前交差点においては、右折車の滞

留による渋滞が発生するため、渋滞対策を検討

します。」 

と記載しています。 

34 41 

庄戸中学校の歴史の授業で「深田遺跡」につい

て大事にしていかなければと学んでいる。ロマ

ンが無くなると懸念している。 

上郷深田遺跡をはじめとした区内に多数存在す

る歴史資産は、貴重な地域資源と捉えています。 

素案 41ｐ第３章３(4)ウに 

「水や緑、歴史資産等は区民同士で共有できる

貴重な地域資源です。」 

と記載しています。 

35 41 

区内の遺跡を守る 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

36 41 

農地の保全・生物多様性の観点を考慮すべき。 農地については素案 34ｐ第３章１(4)に 

「区西部の農業専用地区については、良好な農

地として保全し、農業振興を図ります。」 

と記載しています。 

また、41ｐ第３章３(3)には 

「農地の保全・活用」に関する方針を記載して

います。 

生物多様性については、素案 42ｐ３(5)イに 

「生物多様性の豊かな都市の実現に向けて、（中

略）誰もが身近な暮らしの中で自然や生き物に

親しむライフスタイルを実践できる社会づくり

に取り組んでいきます。」 

と記載しています。 

37 44 

廃校跡地にも民間企業の導入を考えるべき。 素案 62ｐ第４章７【まちづくり方針】≪土地利

用≫に 

「～官民連携の手法による土地利用を検討しま

す。」 

と記載しています。 

38 44 

栄区（本郷台）には施設が集積していて住みや

すい旨（現状）をアピールする文章を書いてほ

しい 

区の PRや魅力発信にこれからも取り組んでいき

ます。 

なお、本郷台駅周辺については素案 31ｐ第２章

２(1)ア(ｱ)に 

「区の中央部に位置し、商業施設や公共公益施

設、福祉保健施設が集積しており、区民生活の

拠点となっています」 

と記載しています。 

39 45 

区内の過疎地域の解消を考えるべき。交通、買

い物、子育てと教育、医療など他区他県と比べ

て上位を目指すべきです。繁華街の開発より、

区民の生活地域の利便性です。 

駅周辺等の機能充実と、郊外部における身近な

生活利便施設の導入や交通利便性の向上等によ

る、住み続けることのできる持続可能なまちづ

くりが重要だと考えます。 

40 45 

基本理念を実現するための５つの目標、地域に

よる支えあいのあるまちづくりの点で意見提出

いたします。栄区は高齢化率が高く、お年寄り

ばっかりとネガティブ的に考えがちですが、し

かし医者にかかる率は低く健康な人が多いとい

われています。であるならば、高齢者が元気で

健康な町―栄区。これをアピールしてもっと高

齢者が暮らしやすい栄区にして、それを次世代

に引継ぎたいと考えます。 

 

素案 10ｐ 第１章２(1)にも記載している通り、

要介護認定率が低く、元気な高齢者が多いこと

が栄区の特徴であると認識しています。「みんな

が支えあい安心・安全を感じるまち さかえ」

を基本方針としている栄区地域福祉保健計画と

も連携しながらまちづくりを進めます。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

41 47 

急傾斜地対策を実施してほしい。調査には来る

が、何も対策を取ってくれない。 

災害対策は重要だと捉えており、改定にあたっ

てまちづくりの目標に「災害に強いまちづくり」

を追加しています。 

上下水道などのライフラインの耐震性の向上を

図る、急傾斜地崩壊対策事業を促す等、災害に

強いまちづくりを進めます。 

42 52 

笠間地区は住宅が密集している箇所が多く、他

の地区のようなコミュニティハウスがない。そ

のあたり、笠間地区の課題と方針に明確に記載

していただきたい。 

素案 52ｐ 第４章２笠間地区（大船駅）【まちづ

くり方針】≪環境・魅力・活力≫に 

「～交流の場が活用されるよう支援し、多様な

世代の交流ができる場づくりを進めます。」 

と記載しています。 

43 
 

土地利用の方針には「これまで培ってきた住宅

地の街並みや景観を維持しながらも、福祉や子

育て、買い物、就業の場など様々な機能を有し、

多様な世代が住むことができる 新しい戸建住

宅地として再生する。」と記されています。一方、

外周部の住宅地との港南台駅の間に計画されて

いる上郷開発について、横浜市は、この開発に

より利便性が向上するとしていますが、それは

開発計画地の近隣だけに限った話であり、桂台

などの周辺住宅地の利便性（徒歩圏にある個人

商店や医院の存続など）は、開発により反って

損なわれます。これにより、周辺住宅地の過疎

高齢化に弾みがつくことに目が向けられておら

ず、包括的長期的な都市計画の展望に欠けるも

のであり、前述の土地利用の方針と矛盾します。 

栄区プランはおおむね 20年後を想定して作成し

ています（素案 2ｐ等）。また、より包括的、長

期的な国土形成計画、横浜市基本構想を上位計

画としています（素案 3ｐ）。 

住居系土地利用については「現在の良好な住環

境を維持します。」「人口減少や少子高齢化とい

った社会情勢等を踏まえ、地域まちづくりルー

ルの活用や商店・店舗の維持等により、住み続

けることのできる持続可能なまちづくりを検討

します。」と記載しています（素案 34ｐ）。特に、

桂台周辺については、生活支援拠点として位置

づけており「高齢者や子育て世代の身近な商

業・福祉・就労需要に応える生活拠点の形成を

促進します。」「住宅地の中にある郊外部の商

業・業務機能を担う商店や店舗等を維持しま

す。」としており、舞岡上郷線周辺の開発は土地

利用方針と整合していると考えています。 

（素案 31ｐ、56ｐ）。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

44 
 

上郷東地区には栄区の１/3 の区民が生活してい

る。一地方の問題ではない。当地区の過疎化対

策は栄区が本腰を入れて取り組まないとならな

い課題。上郷東地区がここまで高齢化が進んだ

原因は道路交通の脆弱さが原因、神奈中では当

地区のバス便の減便を行っている。生活できる

環境ではなくなる。この地区の大きな問題の根

本的な問題の解決方策は戸塚または上大岡から

地下鉄を延伸し、当地区を通って鎌倉または大

船に抜ける路線を設ける以外にない。全線地下

鉄であれば物理的にできるはず。港北区では、

地下鉄の延線を行っているので、栄区にできな

いことはない。区役所は総力を挙げて取り組ん

でほしい。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交

通利便性の向上は重要な課題だと認識していま

す。 

なお、現在、栄区に市営地下鉄延伸の計画はあ

りません。 
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(3) 今後の参考とさせていただくもの 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

45 37 

都市計画道路の整備にあたっては自転車の通行

帯を設計に入れる。また歩道の整備は車椅子が

すれ違うことのできる幅員を確保すること。 

安全に自転車が運転でき、また車椅子の方も安全

に使える都市計画道路となるよう努めます。 

今後の参考とさせていただきます。 

46 27 

Ｐ.27にある有形文化財等の分図には、七石山横

穴古墳群は記載があるが、舞岡上郷線の深田遺

跡については記載がない。どうして遺跡を復刻

するという方針が記載してないのか。また、歴

史資源・文化の方針内容には、埋蔵文化財のこ

とについては記載がない。寺社以外にも縄文時

代からの歴史にも触れていただきたい。このま

までは東急の開発によって遺跡が跡形もなくな

る。次世代につなげるためにも形として残して

いただきたい。深田遺跡については、以前行わ

れた都市計画審議会でも地域住民の意見を汲ん

で区と議論すべきと議長からの発言が残ってい

る。話合いを行う際には、すべての関係する方々

に出席いただけるようお願いしたい。 

区内には様々な文化財等があることは認識して

います。ここでは「横浜市指定・登録文化財目録、

横浜市認定歴史的建造物」の分布としています。 

47 30 

素案 30頁には「まちづくりの目標」として５つ

挙げられていますが、順番が市民の要望と違っ

ています。快適性の高いまちづくりや道路・交

通体系の整備と維持管理よりも、災害に強いま

ちづくり、地域による支えあいのあるまちづく

りが優先されるべきです。 

目標に優先順位はなく、どれもが重要であると考

えています。 

いただいたご意見は今後の参考とさせていただ

きます。 

48 35 

基本理念にある「次世代に継承する緑豊かな生

活文化都市」は上郷猿田地区の開発には馴染ま

ない。横浜市の都市計画決定に基づき進めてい

るとしているが、この都市計画決定は上位方針

である国交省第５次国土利用計画に反してい

る。 

この基本理念には、円海山やいたち川をはじめと

した豊かな自然環境、静かで落ち着いた生活環

境、そして、これまで培われてきた区民の多様な

文化活動などを、未来を担うべき次世代に伝える

とともに、誰もがこのまちに愛着を持ち、暮らし

続けたいと思えるような、魅力あふれる栄区にし

たいとの願いが込められています。 

なお、栄上郷町地区地区計画は国交省第５次国土

利用計画に適合していると考えています。 

49 35 

「市街化区域への編入が考えられる区域」との

理由で市内ただ１箇所市街化調整区域から市街

化区域へ変更されたが、この理由で今後都市計

画変更申請がなされれば認めざる得なくなり、

市街地の際限ないスプロール化と緑の減少が進

む。 

ご意見として承りました。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

50 35 

上郷開発では、共同住宅と戸建住宅で合せて 265

戸の住宅が計画されているが、上郷東地区は 15

年以上人口減少が進んでおり、新たな住宅建設

の必要はない。 

ご意見として承りました。 

51 37 

環状４号線に関して、都市計画道路決定の見直

しをすべき。幹線道路の役割を求めるならば神

奈中車庫前交差点～朝比奈間の４車線化を決定

すべきで、舞岡上郷線を４車線化し、３号線に

つなぐのは邪道。または環状４号線の名称を桂

町～神戸橋までを「上郷公田線」付けかえるべ

きと考えるがどうか。（舞岡上郷線は２車線のま

までよい） 

環状４号線の神奈中車庫前から神戸橋交差点付

近までの区間については、「都市計画道路網の見

直しの素案」において、線形や幅員を見直す「変

更候補」としています。 

舞岡上郷線については、港南区境の環状３号線か

ら環状４号線の神奈中車庫前交差点まで、２車線

で供用されていますが、沿道のまちづくりを前提

に４車線化を推進します。 

52 37 

拠点と指定する箇所は鉄道駅が主となっている

が、分散することも必要ではないか。シャトル

バスを走らせるなどしなければ、過疎はそのま

まである。地区の交通利便性については、住ん

でいる人口が少ないからという考え方だと進展

がない。また横浜市営地下鉄の延伸だが、交通

の動脈ができることから検討していく必要があ

る。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。 

素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～地域の特性や交通ニーズに応じたバス路線

や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転技術

など生活に密着した交通手段の導入可能性の検

討等、交通利便性の向上に向けて交通事業者等と

共に取組みます。」 

と記載しています。 

なお、現在、栄区に市営地下鉄延伸の計画はあり

ません。 

53 37 

区内の各町から区役所近くまで行けるバス便が

あるといい。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。

なお、横浜市では、既存バス路線がない地域など

で、住民の方々が集まり、生活に密着した交通手

段の導入に向けた取組を行っているケースが多

くみられますが、このような地域の主体的な取組

がスムーズに進むよう支援を行い、公共交通の実

現を目指す「横浜市地域交通サポート事業」を実

施しています。 

54 38 

本郷台駅前開発のガンは駐輪場である。ＪＲと

の協議によって線路際の空間を有効利用して移

設すべきである。 

本郷台駅周辺地区まちづくり構想を踏まえて、今

後も住民のみなさまのご意見をいただきながら

まちづくりに取り組みます。 



16 
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55 40 

歴史遺産を活かしていくという方針があること

から、舞岡上郷線周辺の歴史遺産である製鉄遺

産についての復元を検討していただきたい。 

上郷深田遺跡をはじめとした区内に多数存在す

る歴史資産は貴重な地域資源と捉えています。 

なお横浜市では開発が実地される際に文化財保

護法等に基づき、事前の協議が必要です。 

素案 41ｐ第３章３(4)ウに 

「水や緑、歴史資産等は区民同士で共有できる貴

重な地域資源です。」 

素案 62ｐ第４章７に 

「～地域の自然環境や歴史資産などの周辺環境

にも配慮しながら、魅力的でバランスのとれたま

ちづくりを進めます。」 

と記載しています。 

56 40 上郷深田遺跡を開発から守るべきだ。 

57 40 

上郷深田製鉄遺跡に関する計画の記載が有りま

せん。このままですと、舞岡上郷線の拡幅及び

周辺の都市計画に紛れて、貴重な古代遺跡は永

久に日の目を見ず、地中に埋没したままとなり

ます。素晴らしい文化遺産「上郷深田製鉄遺跡」

及び「鉄バクテリアを含む珍しい地質」をセッ

トで保存する計画を栄区で立案してほしいで

す。 

58 40 

緑の開発ではなく、緑を残す。（開発で建築物は

不要） 

素案 34p 第３章１(4)に「区東部に代表されるま

とまりのある緑地については（中略）積極的な保

全を図り～」と記載しています。いただいたご意

見は、今後の参考とさせていただきます。 

59 44 

防災時の支援活動だけでなく、高齢者を孤独に

しないのも支援活動の一つです。そのために高

齢者が気軽に集まれる場は今後ますます必要と

なってくると思います。そこでこの上郷にある

市内でも人気が高かった「翠風荘」、ここのお風

呂の再開」そして、リハビリにも活用されてい

る「プールの存続」これは栄区民でなく、よこ

はま市民の声です。この声を生かしてほしいと

考えます。 

 これにより「翠風荘」「栄プール」を利用する

区外の人たちが戻ってきます。にぎわいも取り

戻せるし、また、野七里にお住まいの人たちに

とってはバス便が確保できる事につながりま

す。 

素案 44ｐ第３章４(2)に「だれもが利用しやすい

地域コミュニティ拠点・福祉拠点づくり」につい

て取り組む旨を記載しています。 

なお、翠風荘のお風呂は浴室全体からの漏水が発

見され、漏れた水が建物の基礎や外壁に及んでい

ます。このまま継続使用すれば建物全体への影響

が懸念され、安全も考慮し利用を休止しておりま

す。 

現況において、改修には建物全体に影響の出る大

規模工事となるため、今後の見通しがつかない状

況となっております。 

栄プールについては「プール及び野外活動施設等

の見直しに係る方針」にて、『施設の大規模な改

修等の際に、港南プールへ統合』することとして

おります。 

一方で、素案 62ｐ第４章７【まちづくり方針】

≪土地利用方針≫ 

に記載のとおり、公共施設の後利用については、

全市的・地域的なニーズや課題解決に対応するた

め、官民連携の手法による土地利用を検討しま

す。 
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60 44 

教育に関する方針がない。学校が統廃合されて

いるが地域の中心なので、統廃合すべきではな

い。学校があれば転入を促進できる。 

今後の参考とさせていただきます。 

なお、学校の学区変更、統廃合等は「横浜市立小・

中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基

本方針」を基に、それぞれの学校の立地条件等を

考慮して判断されます。 61 44 小中学校の統廃合は行わない 

62 44 

あーすぷらざ建設時提案され実現しなかった駅

前広場とアースプラザを結ぶブリッジの建設を

再提案すべきである。 

現在、駅前広場とアースプラザを結ぶ陸橋等の計

画はありません。 

今後の参考とさせていただきます。 

63 44 

根岸線開通前には本郷地区の中核の中心市街地

であった栄警察署前の再開発にあたって図書館

の再整備を行うべきである（すでに修築作業が

進行中だが）。現在もこのエリアは区内の交通の

要衝でありバス便による乗降客は多いが、図書

館を例えば海老名市立中央図書館のような形で

コーヒーショップ併設による市民利用施設とす

れば、地域住民の交流施設としての利便性が倍

化する。 

栄図書館の大規模改修や再整備の計画は現在あ

りません。 

いただいたご意見はまちづくりの参考とさせて

いただきます。 

64 45 

横浜市では特養を 300 床増設と聞いているが、

栄区に多い割合で増設するようにお願いした

い。 

「横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の

基準に関する条例」に基づいて整備を進めます。 

65 45 公共の介護施設の建設 今後の参考にさせていただきます。 

66 45 

高齢者が、住み慣れた地域において多様な世代

によるコミュニティの中で安心して住み続ける

ことができるよう、住環境の維持向上の推進は

欠かせない施策のため、以下の通り（4）区民、

事業者、行政の連携による暮らしやすいまちづ

くり ア バリアフリー化の推進 の項目に追

記することを提案いたします。⇒また、高齢者

が安全に安心して、自立した生活を継続できる

よう、住戸内のバリアフリー化及びヒートショ

ック対策など、高齢者にも暮らしやすい住宅の

供給、住まいの改善を進め、高齢者や障害者が

安心して元気に生活できる環境づくりを促進し

ます。 

今後の参考とさせていただきます。 
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67 47 

栄区の道路構造には、庄戸地区、緑ヶ丘地区に

防災物資を運ぶルートや避難する際に使う道路

がない。広域避難場所の設定基準が分からない

ことや避難場所の浸水想定区域に入っている図

もあり、何の災害の避難場所になるのか分かり

づらい。総じて防災面からの観点が薄いと感じ

る。水害、地震災害のそれぞれの避難場所が分

かる栄区プランを作っていただきたい。 

緊急輸送路となる都市計画道路等の整備を推進

します。 

素案 23ｐ、24ｐに避難所を記載しています。な

お、「横浜市浸水（内水・洪水）ハザードマップ

（栄区）」では 

・２箇所以上の避難所へ避難できるよう確認して

おきましょう 

・浸水等が始まっている場合は無理に避難所へ移

動せずに近くの高い所へ一時的に避難してくだ

さい 

と記載されています。 

68 47 

都市のレジリエンス（強靭性）向上の観点から、

耐震性に優れた都市ガス導管網及びエネルギー

セキュリティ向上とＢＬＣＰ（業務生活継続計

画）への対応として、非常時のエネルギー供給

の確保が重要なため、以下の通り（1）地震火災

に強いまちづくり ア 地震 の項目に追記を

提案いたします。 

⇒また、病院・医療施設や公共施設など重要拠

点において、災害時においてもエネルギーの確

保を実現するためにも電源の多重化を図り、防

災機能の向上を推進します。 

今後の参考とさせていただきます。 

69 47 

避難所運営の観点から、避難所の生活環境を守

り、被害者の健康を維持することへの対応とし

て以下の通り、（4）帰宅困難者対策 の項目に

追記を提案いたします。⇒また、避難所におい

ては、冷暖房設備の完備や、停電時にも発電を

継続できる高効率自立分散型電源等の導入を促

進します。 

今後の参考とさせていただきます。 

70 47 

非常時の自助努力が重要なため、居住継続への

対応としての新たな項目として以下の通り、加

筆することを提案いたします。 

⇒（3）自助の推進 災害時にも自宅での生活が

継続できるよう、家庭用燃料電池等の高効率自

立分散型電源等の導入等電源の多重化を行い、

必要なエネルギーを自立的に確保するなどの自

助努力を推進いたします。 

今後の参考とさせていただきます。 
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71 47 

浸水が予想される地域防災拠点の見直しをす

る。 

今後の参考とさせていただきます。 

なお、「横浜市浸水（内水・洪水）ハザードマッ

プ（栄区）」には 

・２箇所以上の避難所へ避難できるよう確認して

おきましょう 

・浸水等が始まっている場合は無理に避難所へ移

動せずに近くの高い所へ一時的に避難してくだ

さい 

と記載されています。 

72 47 

・地域防災拠点の炊飯器をガソリン式からガス

式に変換すべき。 

・避難所のプライバシー保護のため、仕切りを

避難所に常備する。 

・地域防災拠点災害時用仮設トイレの流末の整

備 

今後の参考とさせていただきます。 

73 47 

学校の統廃合に伴う空き校舎について、災害時

の避難所としての機能を残すこと。 

今後の参考とさせていただきます。 

なお、旧庄戸中学校後利用に関しては、地域防災

拠点等、学校が有する機能を考慮して後利用を検

討します。 

74 62 

上郷開発については、素案 P62に「都市計画決

定に基づき ～ 略 ～ 魅力的でバランスの取れ

たまちづくりを進めます。」とありますが、人口

動向・空き家率の推移などからして市街化調整

区域の緑地を破壊する新たな開発の根拠はあり

ません。 

少子高齢化や人口減少の進んでいる郊外部にお

いても、様々な世代が住み続けることのできるま

ちづくりが必要だと考えています。いただいたご

意見は、今後の参考とさせていただきます。 

75 62 

上郷開発の都市計画決定に際しては、目標年度

の 2025 年の人口が 2010年の国勢調査に基づく

人口実績と比べ、約 3万人増加するとして人口

フレームを策定し、開発の根拠としていますが、

最新の 2015 年の国勢調査の人口実績と比べる

と、逆に 1.5万人の減少となります。人口は今

年がピークで、来年から減少に向かうのが現実

であり、古い人口データと比べると増加すると

いって、都市計画を策定するのは不条理です。

市街化調整区域の緑地を破壊してまで必要のな

い街をつくり、人口を呼び込むとしていますが、

横浜市全体で人口が減少して行く中、限られた

エリアの中で小さな人口移動が起きるに過ぎま

せん。 

少子高齢化や人口減少の進んでいる郊外部にお

いても、様々な世代が住み続けることのできるま

ちづくりが必要だと考えています。 

いただいたご意見は、今後の参考とさせていただ

きます。 
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76 62 

・深田製鉄遺跡資料館の建設 

舞岡上郷線に深田製鉄遺跡が眠っている。東急

建設の都市開発計画では、当遺跡を跡地も無く

破壊する計画になっている。民間の企業利益の

計画のために市民財産でもある遺跡の破壊を許

すことはあってはならない。十分な発掘作業を

行ったうえで遺跡資料館を作ること。発掘作業

には市民団体（深田遺跡を守る会）と協働して

行うこと。 

上郷深田遺跡を含めた歴史資産は、貴重な地域資

源と捉えています。 

素案 41ｐ第３章３(4)ウに 

「水や緑、歴史資産等は区民同士で共有できる貴

重な地域資源です。」 

素案 62ｐ第４章７に 

「～地域の自然環境や歴史資産などの周辺環境

にも配慮しながら、魅力的でバランスのとれたま

ちづくりを進めます。」 

と記載しています。 

なお、横浜市では開発が実施される際に文化財保

護条例等に基づいて調査等を実施します。 

77 62 

上郷地区のまちづくり方針にある上郷舞岡線の

拡幅と上郷開発の文章内容は削除していただき

たい。 

素案 62.63ｐ第４章７に 

「舞岡上郷線周辺は都市計画決定に基づき、（中

略）魅力的でバランスのとれたまちづくりを進め

ます。」 

と、土地利用に関するまちづくり方針を記載して

います。 

この方針に基づいて、上郷東地区のまちづくりを

進めていきたいと考えています。 

78 62 

舞岡上郷線の拡幅整備について、環状４号線が

４車線にならなければ、２車線の共用でも十分

に対応できるという常任委員会での副市長の発

言が議事録に残っているので確認していただき

たい。高速横浜環状南線から神奈中車庫前交差

点の間は全く計画がなく、都市計画道路の見直

しを行わない限り２車線から４車線になること

はない。4車線道路ではない道路を環状線として

きたことが周辺住民の疑問の根底にある。 

環状４号線の神奈中車庫前から神戸橋交差点付

近までの区間については、「都市計画道路網の見

直しの素案」において、線形や幅員を見直す「変

更候補」としています。 

79 62 

栄区の人口動向について、資料をみると平成 27

年をピークに人口が減少するとなっている。そ

れを踏まえ、上郷地区にある上郷舞岡線周辺の

土地利用を変更する必要はあるのか。 

少子高齢化や人口減少の進んでいる郊外部にお

いても、様々な世代が住み続けることのできるま

ちづくりが必要だと考えています。 

いただいたご意見は、今後の参考とさせていただ

きます。 

80 62 

推計によると 2025年（平成 37年）には 15,000

人の人口が減少するにもかかわらず、開発事業

が行われる予定だが、これは古い 2010年の人口

と比較した場合に人口が増えるという理由で無

理やり開発を決定しており、こじつけではない

か。これは地元の問題なので区で再考していた

だきたい。 

少子高齢化や人口減少の進んでいる郊外部にお

いても、様々な世代が住み続けることのできるま

ちづくりが必要だと考えています。 

いただいたご意見は、今後の参考とさせていただ

きます。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

81 62 
庄戸中学校跡地利用は、会場確保がし易いなど

利用し易い公的施設にしてもらいたい。 

旧庄戸中学校後利用検討等での今後の参考とさ

せていただきます。 

82 62 

廃止や老朽化が進んでいる公共施設である栄プ

ール、老人福祉センター（翠風荘）については、

資源循環局栄工場（焼却場）と併せ、区の課題

として将来的な跡利用や一体的な建て替え等に

ついて青写真を示すべき。また旧野七里小学校

（埋蔵文化財センター）についても、栄プール、

老人福祉センター（翠風荘）の移設や保育園や

商業施設など備えたものを計画してもらいた

い。 

公共施設の後利用については、横浜市資産活用基

本方針に基づき、全市的・地域的なニーズや課題

解決に対応するため、官民連携の手法による土地

利用を検討します。 

83 
 

「「翠風荘」のお風呂の再開」及び「プールの存

続」は、これまで区役所に何度かこれを申し入

れてきました。しかし回答は修理費が、財源が

ないという回答一辺倒です。市は４ヵ年計画を

発表しています。これを見ますと、高速道路に

は１,４２６億円、しかし、通学路や歩道の整備、

道路の拡張など生活道路には１０％の１５０億

円しか予算化していません。港湾整備約 953億

円、新市庁舎関連 909 億円、横浜駅周辺・東神

奈川臨海部周辺とみなとみらい 21地区の開発・

再開発 275億円など大盤振る舞いです。 

公共施設の後利用については、横浜市資産活用基

本方針に基づき、全市的・地域的なニーズや課題

解決に対応するため、官民連携の手法による土地

利用を検討します。 

なお、栄プールについては「プール及び野外活動

施設等の見直しに係る方針」にて、『施設の大規

模な改修等の際に、港南プールへ統合』すること

としています。 

84 62 
栄プール、翠風荘を廃止せず、サービスを充実

させるべきだ 

85 62 

改定素案 P.62のまちづくり方針にある公共施設

の跡地利用の検討について、栄プールは停止し

ており、利用率が半分以下になっているが、該

当する文言は高齢者を励ますような具体的な表

現を追加してほしい。 

具体的な跡地利用の検討が始まった際は、高齢者

の方にも配慮して進めます。 

86 62 

「栄区まちづくり方針」の 62頁に栄プールにつ

いて「将来的な後利用を検討する」とあります

が、栄プールの廃止には反対です。このプール

は区内で唯一の公共プールで、幼児から老人ま

で多くの区民が利用しています。子どもが遊ぶ

だけでなく、高齢化が進む中で膝や足の良くな

い老人が増えており、歩くプールは膝の治療に

大きな効果があります。老朽化が進んでいると

も思えませんが、必要な改善をして、今後とも

区民が利用できるよう市民局に強く要望してく

ださるようお願いします。 

栄プールについては「プール及び野外活動施設等

の見直しに係る方針」にて、『施設の大規模な改

修等の際に、港南プールへ統合』することとして

います。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

87 62 

庄戸地区は交通の便が悪いことから子育て世代

が離れていってしまっている。一方で当地区に

住む子育て世代は、港南台駅周辺の保育施設に

子供を預けている。学童保育や保育施設を当地

区内に設けてもらいたい。 

現在、旧庄戸中学校の後利用について、区と地域

のみなさまと検討しています。その中で若い世代

の定住を目指した子育て機能の導入を目指した

い、という意見も出ています。 

いただいたご意見は今後の参考とさせていただ

きます。 

88 62 

上郷東地区の中でも丘陵地に位置する庄戸、野

七里では高齢化率が 50％を超えており、商店街

も寂れてしまい、日常の買い物も港南台や大船

駅に行く人が増えている。介護や医療をはじめ

とした生活関連サービスの充実が課題とされて

いるが、方針では新たな戸建て住宅地として再

生するとしか述べられていない。具体的な方針

を示し、目標年度を明示する必要がある。 

栄区では上郷東地区のまちづくりに取り組んで

おり、その中で具体的な検討を進めています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/kuras

hi/machizukuri_kankyo/machizukuri/kougaibun

omachi/kougaibu.html 

 

いただいたご意見は今後の参考とさせていただ

きます。 

89 64 

上郷東地区のまちの再生・活性化委員会を傍聴

した方の意見を目にしたが、若い方達が気軽に

意見、要望が言えて、それにきちんと答える体

制を整える必要がある。 

今後の参考とさせていただきます。 

なお、上郷東地区まちの再生・活性化委員会では

一般に公聴会・意見募集を実施しており、対応す

る体制を整えています。 

90 64 

栄区プランは平成 16 年の策定から 10年以上経

過しているが、策定時の目標に対する達成度が

目に見える形で評価されていない。また今回の

改定では 2040年頃を目標年次としているが、具

体的な目標数字がない為、４、５年先の姿さえ

イメージできない。 

今後の参考にさせていただきます。 

91 64 

栄区まちづくり方針を具体化するのは「人」、方

針を立案し、それを具体化する。方針に従って

実行する。問題は「人」です。「人」、人材の育

成を忘れてはならないでしょう。 

今後の参考とさせていただきます。 

なお、まちづくりには区民、事業者、行政の様々

な主体の協働によるまちづくりの推進が重要だ

と考えています。 

92 71 

P.71用語集「用語集『バリアフリー化』の解説

に以下の通り、「ヒートショック」に関する文言

を追記こと提案いたします。 

⇒歩道の段差解消など（中略）あげること。加

えて、ヒートショックなどによる入浴中の死亡

者数は交通事故の４倍とも言われている事か

ら、温度のバリアフリーも含まれる。 

今後の参考とさせていただきます。 

なお、栄区ではセーフコミュニティの活動の一環

としてヒートショック等による事故の予防に取

り組んでいます。 

93 
 

横浜市の南部は北部に比べて交通関係の投資が

遅れていると思います。不公平です。マスター

プランを達成するため、ぜひともモノレールの

延伸（金沢八景～金沢動物園～高速横浜環状南

線の上～大船）の検討も入れてください。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。

なお、現在、栄区にモノレールの計画はありませ

ん。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

94 
 

区内の交通網が悪い。上郷地区からバスで大船

駅に直接出る手段がない。環状４号線は混むし、

終バスは早く終わってしまうので、バス利用者

は減少している。これは提案になるが、大船鎌

倉を経由するような横浜市営地下鉄を延伸する

ことはできないのか。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。 

なお、現在、栄区に市営地下鉄延伸の計画はあり

ません。 

95 
 

モノレールの導入で、過疎化にストップを。バ

ス会社はもっと協力を。大地主は土地の提供を。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。 

素案 37ｐ第３章２(1)アに 

「～地域の特性や交通ニーズに応じたバス路線

や、乗り合いタクシー・小型バス・自動運転技術

など生活に密着した交通手段の導入可能性の検

討等、交通利便性の向上に向けて交通事業者等と

共に取組みます。」 

と記載しています。 

なお、現在、栄区にモノレールの計画はありませ

ん。 

96 
 

栄区は鉄道駅が市内でいちばん少ない区なの

で、市の目標である駅まで 15分で行けない地域

が多くあります。モノレール、地下鉄等の駅の

設置も方針に考えてください。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。 

なお、現在、栄区にモノレールや市営地下鉄延伸

の計画はありません。 

97 
 

生活の便利さは、交通網による。大船から金沢

八景間のモノレールの設置を望む。 

栄区では高齢化が進行していることもあり、交通

利便性の向上は重要な課題だと認識しています。 

なお、現在、栄区にモノレールの計画はありませ

ん。 

98 
 

人口減少という時代のなかでは、従来型の大型

開発は見直しが不可欠です。大型開発へ大盤振

る舞いしているような状況では、市民生活の方

に私たちの税金が適正に使われるわけがありま

せん。限られた財政のなかで、大型開発に巨額

な税金を使うのではなく、市民生活関連で住民

が幸せになるような予算の使い方を求めたいと

考えます。まずこれを「まちづくり方針」の基

本にしていただきたいと思います。 

今後の参考とさせていただきます。 
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(4) 計画には反映しないが対応するもの 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

99 44 

地域によるささえあいのまちづくりについて、

栄区は高齢者が多いが、一方でその中には健康

な方も多い。高齢者が暮らしやすいまちづくり

を次世代につなげていきたい。災害時だけでで

はなく、日常的に高齢者を支える仕組みがある

といい。そのような考えから例えば、翠風荘の

お風呂の再開と栄プールの存続をお願いした

い。栄区からの回答は財源がないと言われてき

ているが、一方で新市庁舎建設といった大規模

な開発には予算を投じている。歩道整備など身

近な整備に市民の税金が市民のために適正に

使っていただくことを望みたい。 

栄区福祉保健計画の基本理念である 

「みんなが支えあい安全・安心を感じるまち さ

かえ」に基づく地域づくりを進めて行きたいと考

えています。 

なお、翠風荘のお風呂は浴室全体からの漏水が発

見され、このまま継続使用すれば建物全体への影

響が懸念され、安全も考慮し利用を休止しており

ます。 

改修には建物全体に影響の出る大規模工事となる

ため、今後の見通しがつかない状況となっており

ます。 

栄プールについては「プール及び野外活動施設等

の見直しに係る方針」にて、『施設の大規模な改修

等の際に、港南プールへ統合』することとしてい

ます。 

こられをふまえ、素案 62ｐ第４章７【まちづくり

方針】≪土地利用方針≫ 

に記載のとおり、将来的な公共施設の後利用につ

いては、全市的・地域的なニーズや課題解決に対

応するため、官民連携の手法による土地利用を検

討します。 

100 62 

・庄戸中学校の跡地利用 

庄戸中学校の跡地利用については、一時自治会

の掲示板に出されていたが今はない。区民が知

らない委員会で検討されているようだが、公開

性を確保し、区民の意見が伝えられる体制を作

ってほしい。庄戸中学校は上郷東南部の災害時

の唯一の避難場所になっているので、その機能

を失わないように要望する。 

旧庄戸中学校後利用検討は、平成 30年度までは、

「上郷東地区まちの再生・活性化委員会」にて進

めています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/kurash

i/machizukuri_kankyo/machizukuri/kougaibunom

achi/kougaibu.html 

 

令和元年度以降は、上郷東連合を中心とした区民

のみなさまと共に検討を進める予定です。 

101 62 

庄戸中学校は地域住民が集まる場所だったの

に無くなって、集まる場所が少なくなった 

現在、旧庄戸中学校の暫定供用として庄戸中コミ

ュニティハウス、格技場、グラウンドを区民のみ

なさまに御利用いただけるようにしています。 

本格利用（後利用）については、「上郷東地区まち

の再生・活性化委員会」にてとりまとめた内容を

基に地域のみなさまと検討を進めます。 

また、このとりまとめの中には、「コミュニティ活

動の拠点を設ける」旨が記載されています。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

102 
 

学校が廃止されると町がさびれる 学校の学区変更、統廃合等は「横浜市立小・中学

校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方

針」を基に、それぞれの学校の立地条件等を考慮

して判断されます。 

統廃合の後は「横浜市公共建築物の再編整備の方

針」に基づき、住民のみなさまのご意見も取り入

れながら後利用検討に取り組みます。 

103 
 

未使用の公有地がどのような状況であるか市

民に知らせるべきだ。 

市の未利用地は以下ホームページで公開、利用を

受付しています。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/toti/m

iriyou/ 
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(5) 関係機関と情報共有するもの  

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

104 23 

水害の事実を細かく記載すべきだ 代表例を素案 25ｐ第２章２(6)防災に記載してい

ます。 

災害の事実を周知する必要性があるという意見

は、関係機関と情報共有します。 

105 23 

改定素案 P.23に示された 2007年 6月のハザー

ドマップ（洪水）には、いたち川流域の浸水の

恐れのある広範囲の区域が示されていますが、

区民に配られている最新の 2014 年のハザード

マップには、この浸水の恐れのある区域が削除

されています。この浸水の恐れのある広範囲の

区域の提示は、住民の防災意識喚起に非常に有

効です。2014年のマップ改定に当たり、この

浸水の恐れのある区域が削除された理由をお

尋ねします。そして、浸水の恐れのある区域が

明示された新たなハザードマップの住民への

配布を要請します。 

関係機関と情報共有します。 

なお、素案 23ｐ第１章２(6)ハザードマップ（洪

水）、48ｐ第３章５都市防災の方針図それぞれの図

に「浸水想定区域」を追加しました。 

106 35 

大船・笠間口で大規模な再開発が行われてい

る。当工事はまさに傍若無人、違法状態で進め

られている。また「お知らせ看板」の設置が無

い。工事事務所がどこにあるのか分からない。

どこに何ができるのか、どのように工程が進む

のか市民が分からない。 

市民に対してきちんと説明会を開くことを強

く求める。 

本地区では、大船駅北第二地区市街地再開発事業

が進められています。 

また、事業者から積極的に情報提供がされるよう、

また市民のみなさまのご要望を伝えることができ

るよう、関係機関と調整します。 

107 35 

大船駅の再開発については、何を作っているの

か説明が不足している。勝手にバス停を移動し

てしまったり、昼間は工事の作業車が行き交い

交通事故につながらないか不安である。区民に

説明する機会を設けていただきたい。 

108 35 

本郷台駅ホームからの眺望景観が数年後に激

変する。南面の眺望、高さ 45ｍのＵＲ住宅の

棟間から眺望景観かは数年後に消えてしまう。

※本郷台駅を取り囲んでいるマンション３群、

ＵＲ住宅・市営住宅などの共同住宅の外壁色彩

カラーを周囲の環境と調和するよう塗り替え

る。 

関係機関と情報共有します。 

本郷台駅周辺地区地区計画では、中高層住宅など

との共存をはかるとしています。地区計画の内容

に即して適切な指導をしていきます 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

109 37 

高速横浜環状南線の工事に伴い、大型の工事車

両が環状４号線を通過しており、一部歩道の狭

い箇所もあるので大変危険である。また歩道内

にある電柱地中化についても防災面からも推

進していただきたい。 

工事関係車両には安全に配慮した運転をするよ

う、改めて事業者へ情報共有します。 

また、環状４号線は平成 30年 12月に策定した「横

浜市無電柱化推進計画」の中で無電柱化を推進す

る路線に位置づけています。 

110 37 

大船駅の再開発、本郷台の公務員住宅跡地の再

開発により、自動車交通量がどのくらい増える

かについても検討する必要がある。 

再開発を検討する際には、周辺の交通への影響も

考慮して検討しています。 

111 37 

道路改良の要望。栄区の八軒谷戸交差点が渋滞

するので、車線を増やして交通の流れをスムー

ズにしてほしい。 

関係機関と情報共有します。 

112 38 

高速横浜環状南線が区を東西に通過する公田

ＩＣ、栄区ＪＣＴへ流出入する自動車による地

区道路への影響及び対策が明らかになってい

ない。 

関係機関と情報共有します。 

横浜環状南線の整備による周辺への影響も踏まえ

て、住民のみなさまの意見を伺いながら整備を進

めています。 

113 38 

本郷台駅前開発を大きく阻害しているのは、栄

区にとって唯一の鉄道駅である本郷台駅の「駅

舎不在状況」である。駐輪場移設対策の協議を

含めて、駅のホームからの眺めを邪魔しない低

層（３階建て程度？）の複合型駅舎建設を検討

すべきである。 

複合型駅舎建設にあたっては例えば次のよう

な施設が考えられる。 

・現在横浜銀行３階に設置されている「ぷらっ

と栄」のような区民交流施設。 

・子育て世代が住みやすい街にするための前提

である駅直近の保育施設、とりわけ病児保育施

設の開設。 

駅舎等については関係機関と情報共有します。 

保育施設等については旧国家公務員住宅跡地にお

ける開発の中で盛り込まれるよう要望していきま

す。 

114 42 

高速横浜環状南線トンネル入り口に「低濃度脱

硝設備」を設置すべきです。栄区としても環境

破壊防止対策のために、換気所には北線と同等

の脱硝装置を設置すべく、計画に計上していた

だきたい。 

横浜市としては引き続き換気所へ脱硝装置を設置

する等、環境に配慮した取組みを事業者へ働きか

けていきます。 

115 44 地域コミュニティ施設を利用しやすく。 関係機関と情報共有します。 

116 44 

本郷台の旧国有地にできる公共施設で、難聴者

対応できるようにすべきだ。運営方法も検討す

べき。 

横浜市福祉のまちづくり推進指針に基づき、今後、

設備について検討をはじめます。 

運営方法は関係部署で検討しています。 

117 44 

小菅ヶ谷地区の開発について、一般論ではな

く、時代の要請に応える施策を検討すべきであ

る。 

関係機関と情報共有します。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

118 47 

地震対策として斜面緑地を保全すべきだ。 災害対策は重要だと捉えており、改定にあたって

まちづくりの目標に「災害に強いまちづくり」を

追加しています。 

上下水道などのライフラインの耐震性の向上性を

図る、急傾斜地崩壊対策事業を促す等、災害に強

いまちづくりを進めます。 

119 47 

区内の桂台地区や小山台地区は大規模な盛土

造成地である。東日本大震災の仙台市の被害事

例の教訓をくみ取り、地盤調査と被害想定およ

び対策が必要。 

大規模盛土造成地に関して、頂いたご意見につい

ては、所管課と情報共有します。 

120 52 

笠間交差点の渋滞について、渋滞時における幹

線道路から生活道路への侵入があり、特に笠間

神社付近の道路が抜け道として使われている。

このような問題にも検討していただきたい。 

現在、笠間交差点は道路局が地域のみなさまのご

意見も取り入れつつ改良の検討を進めているとこ

ろです。 

生活道路へ抜け道としての通過交通対策は地元の

皆様や警察と協力して対策を検討します。 

121 52 

道路交通量の問題について、笠間十字路交差点

付近では、例えば飯島町、小菅ケ谷方面からの

抜け道が狭く、車両の通行を巡って言い争いも

起こる状況である。現在、ネクスコに提案して

いるのは、道路工事に伴っていたち川にかかる

鉄骨構造の鉄板を課題解決のためにそのまま

使用するという提案内容は維持管理の観点か

ら県は引き受けないという回答であった。この

ような課題を解消するため、ネクスコは笠間交

差点の渋滞箇所周辺の車両の通行量調査を実

施していた。おそらく高速横浜環状南線に伴う

道路整備が行われているが、あまり渋滞解消に

はつながらず、抜け道の危険も解消してこない

と思われる。そのあたり再調査および道路工事

に伴って使用しているいたち川にかかる鉄骨

構造の鉄板を工事完了後も存続させることを

検討していただきたい。 

現在、笠間交差点は道路局が地域のみなさまのご

意見も取り入れつつ改良の検討を進めているとこ

ろです。 

生活道路へ抜け道としての通過交通対策は地元の

皆様や警察と協力して対策を検討します。 

122 62 

・舞岡上郷線の荒地の活用 

区内で残っている数少ない空白地。用途地域を

変更しないで市民の利便施設、例えば児童公

園、保育園、運動公園、特養施設、ＢＢＱ広場、

特に再整備する地域の活性化に直結できる。 

いただいたご意見は今後の参考とさせていただき

ます。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

123 62 

庄戸地区は高齢化が進行している中、区民活動

を行う場所がない。当地区は環状４号線を隔て

た場所に地域ケアプラザがあるため距離も遠

いことから、庄戸中学校跡地に区民活動施設が

できるといい。 

現在、旧庄戸中学校の暫定供用として庄戸中コミ

ュニティハウス、格技場、グラウンドを区民のみ

なさまに御利用いただけるようにしています。 

本格利用（後利用）については、平成 30年度に地

域の代表の方などからなる「上郷東地区まちの再

生・活性化委員会」より活用案を取りまとめた助

言が区長に提出されました。この助言では、「コミ

ュニティ活動の拠点を設ける」が考慮すべき４つ

の柱のうちの一つとされています。今後は、引き

続き関係部署と連携を図りながら、委員会からの

助言を参考に、旧庄戸中学校後利用の処分方法等

の検討を行ってまいります。 

124  

道路整備網が充実した内容になっているが、道

路整備による影響はどのように考えているの

か。高速横浜環状南線整備によるその周辺環境

の対策がひとつも無く、不足しているように感

じる。トンネル工事の換気塔、騒音対策、イン

ターチェンジ周辺などに対する環境問題が捉

えられていない。 

道路整備（横浜環状南線含む）にあたっては周辺

環境に配慮しながら進めていると考えています。

今後も引き続き事業者へ環境に配慮する取組みを

進めるよう働きかけます。 

125  

栄区の小学校で喘息罹患率が高い小学校は、千

秀小学校 10.41％、庄戸小学校 10.15％、本郷

台小学校 9.61％です。これほど環境の良い栄

区において喘息罹患率が高いのは不思議なこ

とです、子供達の健康管理には良くありませ

ん。 

栄区の将来を託す子供達への健康対策として

栄区として喘息対策を推進すべきです。 

高速道路の整備等で、生活住環境が大きく変化

する状況にあり、子供達の為に、喘息対策を総

合的に計画してほしい。 

関係機関と情報共有します。 
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(6) 計画にご賛同いただいたもの 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

126 44 

素案の優れた内容を具現化していく上で欠か

せないことの一つに、地域まちづくりの主体で

あり主役である地域住民をはじめとした地域

の自治会、学校、社会教育機関、地域の企業、

NPO 等の多様な活動組織などとの連携・協働に

よる事業の推進です。 

例えば、「いたち川」の防災や減災対策事業と

いったことのほかに、「いたち川」の親水公園

化の事業を推進するといった場合には、行政の

指導の下に地域住民をはじめとし地域の自治

会、学校、社会教育機関、企業や NPOなどの多

様な活動組織などとの連携・協働による事業を

推進することが考えられます。財政厳しい折、

そこでは基本的にはボランティア活動や基金

や寄付行為などに支えられた事業とし、地域の

子ども、大人(青年)、高齢者など多様な人々や

企業や NPOや地域の様々な機関が連携・協働し

て事業を推進します。 

この事業を通して、地域の子どもと子ども、子

どもと大人、大人と大人などとの絆が深められ

ると共に多様な活動組織も地域まちづくりに

参画・貢献し、主体性や自主性に支えられた「地

域まちづくり力」が高められます。そしてこの

ような活動には、「活力ある新たなコミュニテ

ィ」の形成や「持続可能な活力ある地域まちづ

くり」の推進等が期待されるのです。 

第５章まちづくりの進め方の中でも、まちづくり

の主体と役割分担を示しています。 

様々な主体と協働し、まちづくりに取り組むこと

が必要だと考えています。 

127 
 

まちづくりは、長期的展望に立って行われるこ

とが必須であり、そのためには正確かつ、適正

なデータに基づく的確な将来予測が不可欠で

す。人口動向・空き家率の推移などのまちづく

り策定の基本的な要件や、区民の安全・安心に

関わる重要な水害や地震など自然災害への対

応、人口・世帯数減少する中、自然環境の保全

と、生活の快適性・利便性の確保と向上が望ま

れています。 

区プランはおおむね 20 年後を想定し作成してお

り、将来人口推計等の様々なデータに基づいて現

状分析、課題抽出、目標設定、方針策定をしてい

ます。 
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(7) ご意見ではなくご質問であったもの 
№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

128 30 

まちづくり目標とあるが誰が作ったのか、どの

ように作ったのか。 

平成 16 年作成の現区プランを引き継いだ内容と

なっており、現区プランを作成する際は区民との

懇談会等を経て作成しました。 

なお、改定素案では「災害に強いまちづくり」を

新たに追加しており、今回の市民意見募集により

皆様のご意見を伺っています。 

129 31 

旧南小菅ケ谷国家公務員住宅の公共施設はど

のようなものが整備されるのか 

敷地の柏陽高校側に地域ケアプラザ、地区センタ

ー、区民活動センターを整備するよう民間事業者

と調整しています。 

130 38 

笠間交差点は立体交差を考えているのか。また

道路拡幅となれば立ち退きも考えられるが、田

谷ジャンクション・ＩＣができることでどのよ

うな交通の影響があるのか状況予測について

教えていただきたい。 

現在、笠間交差点は平面での改良を予定していま

す。地域のみなさまのご意見も取り入れつつ検討

を進めているところです。 

131 38 

笠間の渋滞緩和とあるが具体的な内容 複雑な交差点を平面での十字路に整理、信号を効

率化、笠間交差点から東側を４車線化で検討して

います。 

132 42 

コージェネレーションシステムとは何か 熱と電気を同時に作り出すことで効率化を図り、

環境に優しいエネルギー供給を目的とするシステ

ムです。 

原案では用語集に追加します。 

133 47 

防災について、飯島町のＪＲ線ファンケルの工

場がある付近は浸水区域と思われるが、現在は

住宅が建っている。かつては住宅が建てること

ができない場所であったと思われる。付近は笠

間地区よりもそのような危険度の高い住居が

ある。土地利用と水害危険区域との関係につい

て教えていただきたい。 

洪水など浸水の危険のある区域でも住宅は建てる

ことができる法律となっています。 

津波等の危険区域は制限もありますが住宅建築不

可ではありません。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

134 47 

2014年の台風 18号のもたらした豪雨により、

いたち川は４か所で溢水が発生し、堤防から川

水が溢れています。この被害直後、私たちの団

体が要請して横浜市の関係部門に集まってい

ただき２回ほど会議を持ち、具体的データを提

示して、いたち川の洪水対応力の解析と検証を

要請しています。昨年夏の西日本大水害でクロ

ーズアップされた、バックウォーター現象発生

が柏尾川との合流点で発生していた可能性に

ついても話題になっています。その後、この件

について横浜市は、どのような対応を取ってい

ますか。 

いたち川を含む境川水系では、平成 27年４月に神

奈川県及び東京都と共同で境川水系河川整備計画

を策定しました。いたち川については河川管理者

である神奈川県との河川法第 16 条の３に基づく

協議により、市が時間雨量概ね 50㎜に対応した整

備を進めております。今後も、現行の整備を着実

に進めるとともに、さらなる降雨に対応する河道

整備及び洪水調節施設の整備等について、河川管

理者である神奈川県との協議を進めていきます。 

135 52 

笠間交差点の渋滞解消はどのように行ってい

くのか。笠間地区は栄区の端に位置しているた

め、本郷台駅周辺にある公共施設へ向かうのが

不便である。また買い物難民も増えており、鎌

倉市に買い物へ行っている方も多い。 

現在、笠間交差点は地域のみなさまのご意見も取

り入れつつ改良の検討を進めているところです。 

136 52 

笠間 5丁目に住んでいるが、笠間交差点の改良

への着手がなかなか進展してこない。高秀市長

の際の計画にあった、ゆめはまプラン 21にあ

る計画から約 30 年以上経過するが、笠間地区

に該当する当時の計画は無くなってしまった

のか。 

現在、笠間交差点は地域のみなさまのご意見も取

り入れつつ改良の検討を進めているところです。 

137 52 

大船駅周辺の商業施設、特に笠間口周辺につい

て、横浜市としてどのように発展させていくの

かについて知りたい。 

素案 31ｐ第２章２(1)１(ｲ)に 

「広域的な自動車交通網と駅周辺のアクセスをつ

なぐ交通結節点としての機能向上を目指します。

都市基盤の整備を図り、土地の高度利用、商業施

設、都市型住宅等の整備による機能の維持・増進

が求められています。」 

52ｐ第４章２に 

「市街地再開発事業による自転車駐車場やバスタ

ーミナルの整備とともに、駅と直結した立体横断

施設や歩道の整備を図ります。」 

と記載しています。 

また再開発整備後は、駅周辺の再開発事業等を含

めた様々な環境の変化を踏まえ、また、周辺郊外

部への影響を考慮しつつ大船駅周辺のエリアマネ

ジメントを推進していきます。 
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№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

138 62 

環状４号線の拡幅が優先事項であり、上郷舞岡

線の拡幅は環状４号線の混雑度を見極めてか

らではないのか。信号時間を変更するなど柔軟

な対応で可能と思える。 

舞岡上郷線については、港南区境の環状３号線か

ら環状４号線の神奈中車庫前交差点まで、２車線

で供用されていますが、沿道のまちづくりを前提

に４車線化を推進します。 

また、環状４号線については、南河内交差点から

神奈中車庫前交差点までの４車線化を推進し、神

奈中車庫前交差点以南についても、今後の道路改

良等を検討していきます。 
139 62 

上郷地区の地区別のまちづくり方針には、上郷

舞岡線の拡幅について記載があるが、平成 22

年に２車線でも可という結論に至っている。も

し拡幅が必要であれば、それは環状４号線の拡

幅整備後の状況を見てからでも良いのではな

いか。 

140 64 

改定素案５章にあるまちづくりの進め方につ

いて、今回の栄区まちづくり方針を改定するに

あたってのまちづくりに関する意見や質問は、

区は具体化に向けてどのように考えているか、

またどのように回答していくのか。そのあたり

丁寧に回答いただくのと同時に、例えばＨＰな

どで質問に対しては回答いただけるのか。 

この意見集としてまとめ、公表します。また、い

ただいた意見を踏まえて原案を作成します。 

意見募集に限らず、質問等には電話、メール、窓

口等で対応いたします。 

なお、まちづくりには区民、事業者、行政の様々

な主体の協働によるまちづくりの推進が重要だと

考えています。 

141 
 

水道局の跡地がスーパーになると聞いたが事

実か。 

そのような計画は現在ありません。 
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(8) その他 

№ 頁 意見の概要 意見に対する考え方 

142 ２ 

栄区プランだけでは市全体の流れが把握でき

ず、これでは完結しないので、横浜市全体の構

想についても説明していただきたい。 

各種上位計画に基づいて区プランが作成されてお

り、区プランの位置付けは 3ｐに記載されていま

す。 

横浜市基本構想等は下記ホームページにて公開し

ています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/se

isaku/hoshin/ 

143 47 

災害時、歩行困難の高齢者は自力で避難場所に

行くことができない。共助も大切だが、隣近所

も高齢者ばかり。公助がないと避難できない。

行政はこの事案に向き合わなければならない。 

横浜市では「自助」「共助」「公助」それぞれが連

携した対策となるよう取り組んでいます。 

なお、栄区地域保健福祉計画では、防災に関する

高齢者への理解の啓発等に取り組むとしていま

す。 

144 62 

庄戸地区は高齢化が進んでいるが、学校がなく

なることはまちの疲弊につながるので、庄戸小

学校は存続してもらいたい。 

現在、庄戸小学校の統廃合予定はありません。 

145 
 

方針については、抽象的な表現や結論が目立つ

印象がある。ぜひ具体的な方針については、で

きる限り記載していただけるようお願いした

い。 

具体的に盛り込めるものはできる限り記載するよ

う修正しました。 

 


