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基地対策特別委員会資料
平成２０年 ７月 ８日
都 市 経 営 局

 

市内米軍施設の現況等について 

 

１ 市内米軍施設の現況            ･･･ 冊子「横浜市と米軍基地」７～３２ページ 

 

土地面積内訳 
施 設 名 所在区 土地面積

国有地 市有地 民有地 

①根岸住宅地区   （10ページ） 
中、南、

磯子 
 ４３ha  ２７ha ０.０３ha  １６ha 

②池子住宅地区及び海軍補助施設 

 （横浜市域）   （13ページ） 
金沢  ３７ha  ３６ha －  ０.３ha 

③富岡倉庫地区   （16ページ） 金沢   ３ha   ３ha － － 

④鶴見貯油施設   （18ページ） 鶴見  １８ha － －  １８ha 

⑤横浜ノース・ドック（20ページ） 神奈川  ５５ha  ４４ha    ３ha   ８ha 

⑥深谷通信所   （23ページ） 泉  ７７ha  ７７ha － － 

⑦上瀬谷通信施設  （27ページ） 
瀬谷、

旭 
２４２ha １１０ha   ２３ha １１０ha 

計 ４７６ha ２９７ha   ２６ha １５２ha 

  ※ このほかに、小柴水域 ４２ha（30ページ）、横浜ノース・ドック専用水域 １１ha 

  ※ 端数処理の関係から、内訳の和が合計と一致しない場合がある 

 

 【参考】旧小柴貯油施設  （平成 17 年 12 月返還、現在は南関東防衛局が返還国有地を管理） 

土地面積内訳 
施 設 名 所在区 土地面積

国有地 市有地 民有地 

 小柴貯油施設   （31ページ） 金沢  ５３ha ５１ha ０.５ha １ha 
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２ 平成１５～１９年度の主な経過        ･･･ 冊子「横浜市と米軍基地」２～４ページ 

  

（１） 日米協議   

平成１５年 

 ７月18日  日米合同委員会 第２回施設調整部会                （51ページ） 

 ７月22日  国から本市への申し入れ                     （51ページ） 

池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）において８００戸程度の住宅等の建設

がなされれば、上瀬谷通信施設（一部）、深谷通信所、富岡倉庫地区、根岸住宅地

区の返還が可能 

平成１６年 

 ８月４日  「市内米軍施設に係る国からの申し入れに対する声明」       （52ページ） 

①国からの返還提案に加え、池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）の飛び地

及び小柴貯油施設の返還、上瀬谷通信施設の全部返還を実現すること 

②住宅等建設については、緑を可能な限り残し、自然環境の保全に十分配慮すると

ともに、住宅建設戸数のできる限りの削減を行うこと 

 ９月２日  日米合同委員会 第３回施設調整部会                （54ページ） 

①上瀬谷通信施設、深谷通信所、富岡倉庫地区、根岸住宅地区の全部、池子住宅地

区及び海軍補助施設（横浜市域）の飛び地、小柴貯油施設の一部の返還 

②住宅等建設については、改変面積を半分以下に抑制し、自然環境の保全に配慮す

るとともに、戸数を７００戸程度に縮減 

 ９月22日  「市内米軍施設に係る第３回施設調整部会の協議結果に対する本市の考え方について」 

                                       （56ページ） 

 10月18日  日米合同委員会において第３回施設調整部会の協議結果が合意    （57ページ） 

 

（２） 施設返還   

平成１７年 

 10月18日  日米合同委員会において小柴貯油施設の返還等が合意        （59ページ） 

 12月14日  小柴貯油施設の陸地部分全域及び制限水域の一部が返還       （61ページ） 
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（３） 住宅建設対策   

平成１６年 

 10月４日  「横浜市住宅建設対策プロジェクト」を設置            （72ページ） 

平成１７年 

 ３月25日  「横浜市住宅建設対策プロジェクト第一次報告書」を発表、防衛施設庁に要請 

平成１８年 

 ８月17日  横浜防衛施設局から「池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）における米軍家族 

       住宅等の建設について」（基本配置計画案）を受理         （62ページ） 

 ９月21日  金沢区米軍施設建設・返還跡地利用対策協議会から要望書を受理   （63ページ） 

 10月２日  横浜防衛施設局に「池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域における住宅等建設に 

       ついて」を要請                       （65、68ページ） 

平成１９年 

 ６月13日  横浜防衛施設局から「池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）における米軍家族 

       住宅等の建設について」（基本構想等）を受理           （66ページ） 

 ７月25日  金沢区米軍施設建設・返還跡地利用対策協議会から「池子住宅地区及び海軍補助施設 

       （横浜市域）における家族住宅等の基本構想ついて（要望）」を受理 （71ページ） 

 ８月16日  横浜防衛施設局に「池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域における住宅等建設に 

       ついて」を要請                         （37ページ） 

 

 

 【参考】「池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）における家族住宅等建設事業の基本構想」

（19年６月受理）で示された「全体工程表」 

表７－１ 全体工程表 

工 種 等 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

基本構想           

基本設計           

設 

計 

等 
実施設計           

環境影響評価           

工 事 等           

   ※ 本表は現時点での概略工程であり、今後、基本設計を通じて精査することとしている。 

   ※ 文化財が出土した場合には、遅れが生じる可能性がある。 
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（４） 跡地利用の取組   

平成１６年 

 10月４日  「横浜市返還施設跡地利用プロジェクト」を設置          （85ページ） 

平成１７年 

 ３月25日  「横浜市返還施設跡地利用プロジェクト第一次報告書」を発表、関係省庁に要請 

 ６月23日  「横浜市返還施設跡地利用構想検討委員会」を設置 

 12月２日  検討委員会から「返還施設の跡地利用に関する提言」を受理 

平成１８年 

 １月16日  「返還施設の跡地利用に関する提言」パンフレットを発行、市民アンケートを実施 

 ６月７日  「米軍施設返還跡地利用指針」を策定               （73ページ） 

全体テーマ 「横浜から始める首都圏の環境再生」 

平成１９年 

 １月11日  「米軍施設返還跡地利用行動計画（案）」を発表、市民アンケートを実施 

 ３月27日  「米軍施設返還跡地利用行動計画」を策定             （75ページ） 

旧小柴貯油施設  都市公園（開港１５０周年の森）としての整備 

上瀬谷通信施設  環状４号線の八王子街道交差箇所の早期整備 

深谷通信所   開港１５０周年記念国際アイデアコンペの実施 

富岡倉庫地区   市有地との一体活用と産業振興機能導入等 

根岸住宅地区   民間土地所有者の組織づくりを支援 

池子住宅地区及び海軍補助施設の飛び地  周辺住民の福祉増進に資する利用 

 11月28日  南関東防衛局が旧小柴貯油施設 土壌汚染調査（資料等調査）に着手 

 12月13日  金沢区米軍施設建設・返還跡地利用対策協議会から「旧小柴貯油施設の跡地利用につ 

       いて（要望）」を受理                      （78ページ） 

平成２０年 

 ２月29日  根岸住宅地区の民間土地所有者を対象とした現地見学会等を開催 

 ３月１日  （都市整備局と共催、計２回 延４０人参加） 

 ３月26日  深谷通信所跡地利用に関する提案公募事業（アイデアコンペ）企画書   （44ページ） 

 ３月28日  南関東防衛局が旧小柴貯油施設 土壌汚染調査（概況調査）に着手 

 ３月31日  「小柴貯油施設跡地利用基本計画」を策定             （46ページ） 
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３ 平成２０年度（４月以降）の主な経過   

平成２０年 

 ４月16日  「小柴貯油施設跡地利用基本計画」「市民意見募集」を発表 

 ５月２日  小柴貯油施設跡地利用基本計画に対する市民アンケートを開始（～６月13日） 

 ５月19日  南関東防衛局から「旧小柴貯油施設資料等調査結果について」（調査報告書）を受理 

資料等調査結果を踏まえ、南関東防衛局が概況調査を実施中（工期～12月25日） 

・調査範囲 ２６.５ha（山林、本市埋立地を除く、旧小柴貯油施設の約５０％） 

・調査方法 表層土壌（地表から５～５０cm）の採取・分析等 

 ５月22日  （仮称）深谷通信所跡地利用提案公募事業（アイデアコンペ）実行委員会の設立等を発表 

 ６月２日  第一回深谷通信所提案公募事業（アイデアコンペ）実行委員会を開催 

【予定】７月28日 ワークショップ（戸塚区・泉区の児童） 

    ８月19日 第二回実行委員会 

 ６月６日  旧小柴貯油施設現地見学会を開催   （計４回、延１００人参加） 

   11日 

 

 

 ６月17日  「国の制度及び予算に関する提案・要望書」を発表 

「市内米軍施設の返還と跡地利用の推進等」 

【要望項目】１ 市内米軍施設及び区域の早期返還の促進 

      ２ 跡地利用に係る財政上の優遇措置及び国事業の実施等 

      ３ 住宅等建設に係る地元への十分な配慮等 

 ※６月18日 金田副市長が、防衛省、国土交通省等に説明 

  ６月23日 市長が、防衛大臣に手交 

  ６月27日 市長が、財務大臣に手交 

 ６月27日  「小柴貯油施設跡地利用基本計画に関する市民意見募集結果」を発表 

・回 答 数 ２４０通 

・今後の予定 意見募集結果を参考に、公園の実施計画を策定 

 ６月28日  民間土地所有者を対象とした２０年度第一回「根岸住宅地区懇談会」を開催 

   30日  （都市整備局と共催 計３回、延４１人参加） 

【予定】 秋頃  第二回懇談会 

【予定】年 度 内 旧小柴貯油施設現地見学会 

    ８月20日 夏休み子ども見学会（瑞穂ふ頭） 
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