資料１
■地区別意見交換会の主要意見の整理・その１
都市づくりの課題に関する意見
追浜
８／２１
７名

田浦
８／７
８名

・若い人が過ごせる場所がない。公
園がない。災害時の活動拠点とな
る場所がない。
・空き家を建築の学生がリフォーム
して住むという試みをしている
が、オーナーと学生のニーズがマ
ッチしない。行政の支援もほし
い。
・市外に子供が出て行って、戻って
こないのが問題。日常の買い物が
不便で住みにくい。
・買い物は上大岡、横浜に出てしま
う。市内に魅力がない。

※青字は、ご意見シートにより寄せられた意見

都市づくりの目標に関する意見
・にぎやかな地区にしたい。

・横須賀の魅力を考えないといけな
い。 中核市というけれど、そん
な状態にない。勢いを感じない。
・命の問題は大切。生まれて死ぬま
でのサイクルを考えると欠けてい
るもの が見えてくる。

本庁
８／２８
５名

・東日本大震災などの例からも、原 ・市の中心拠点としての役割を考
子力空母や核燃料工場などが不
えたい。
安。
・コンパクトシティで平成町や大滝
町の開発は必要だが、津波被害が
心配。
・気候温暖で住みやすいまちだが、 ・拠点ネットワーク型の都市づく
土地を離れていく人が多い。近く
りは良い考えであるが、人口減
に働く場所を確保する必要がある
少の問題をさらに考えたい。
が難しい。
・ごみ産業しかないまちには誰も住
まない。ますます人口が減ってし
まう。
・丘陵部の自然環境の中枢にゴミ最
終処分場、ごみ焼却場があること
は、環境共生型社会や自然環境と
調和した交流ゾーンに整合しな
い。
・行政の役割は福祉が中心にあるべ
きで、福祉が行き届けば住む人も
増える。

大津
９／２６
７名

都市づくりの方針に関する意見
環境共生・自然の保全活用
都市魅力づくり
・河川上部の公園利用がで
きないか。若い人が過ご
せる場所になる。

・商店街の衰退、閉店の問題。 ・一方通行の狭い道路が多く、生
住宅への転用建替えの問
活道路網の整備が必要。
題。
・国道 16 号の他に海側道路の計画
・小学校用地を活用して活性
の進捗。
化、大型店の誘致。
・国道 357 の延伸。
・ＪＲと京急の交差する場所に新
駅を設置して周辺開発をする。
・米軍基地が現実にあるのだか
・ＪＲ横須賀駅を駅ビル
・市内環状線は店を壊して道路
ら、それを活用していくべき。
に出来ないか。
を拡幅している。施設を廃止
して道路を拡幅するのは
おかしいのではないか。

逸見
１１／２１
２名

衣笠
９／１９
９名

土地利用
交通体系・道路整備
・駅前の再開発を実現したい。 ・金沢八景の再開発が進むと、バ
・工場跡地を利用して、ホテ
スターミナルがそちらに移転し
ルや宴会場などを誘致でき
てしまうのではないかと心配。
ないか。
・バスターミナルの地下利用で利
便施設などを整備できないか。

・山中町の「流通業務地」は
開発が進んでないのだか
ら、市街化調整区域に戻し
て、新たに計画していくべ
き。

・人口減少が進む三浦市とつなが
る三浦縦貫道路の整備は必要性
が低い。
・ＪＲと京急の相互乗り入れがな
く、連携が悪いことが問題。

・大型店の出店計画がある。
住民には便利になるが、そ
の影響で衣笠の商店街が衰
退するのは困る。いいアイ
ディアがほしい。

・衣笠十字路の地下道は階段だけ
であり、自転車、乳母車、高齢者
は利用できないので、改善をする
必要がある。
・横横道路の新インターチェンジ
は不要。現状で十分である。

・平成町の大型店の影響で商
店街がさびれ、高齢者は買
い物が不便になっている。

その他の施設等
その他
・住宅団地の足として ・都市づくりの話し合いにもっ
「はまちゃんバス」を
と人を集める工夫が必要。人
自主運行しているが、 口減少で困っているという危
経営面で困難になっ
機感をアピールすべき。
ている。

・ＪＲ田浦裏のレンガ倉庫
群の活用。
・田浦梅林のオフシーズン
の活用

・横須賀は基地のまちに
しては安心できるまち
だとおもう。工場誘致
ではなく、
安心して生活
できるまちとしてＰＲ
してはどうか。

・谷戸が衰退し空き家が多く発
生。
・市バス、ルシア号の復活。

・一般総合大学が無い。 ・参加者が少ないのは、広報
大学のために他に
が悪いのではないか。
行ってしまう。

・コミュニティ施設がな
い。公有地を売却する
だけでなく、コミュニ
ティ施設用地にした
い。
・阿部倉、平作、衣笠山公
園あたりは緑が多く里
山の地形が残されてい
るので、この連続した
環境を保全活用した
い。
・自然を大切にし子ども達
が生活しやすいまちに
したい。

・核燃料施設や原子力空母の母
港であり、原発自治体とも言
えるし米軍基地の町でもある
ので、国に交付金をもっと要
望すべき。

・地区の将来目標の部分
に、緑や歴史の具体的
な方針を読み取れるよ
うにしたい。

・横横道路の料金をもう少し安
くなれば利用しやすい。
・もっと多くに人が集まって話
し 合 いが で きる よ うに し た
い。
・もっと多くの人の意見、若い
人の意見を聞くべきだ。

・前方後円墳など歴史的資 ・馬堀プールは夏は利用
源や文化人を生かした
者が多いがそれ以外
まちづくりをすれば人
は人はいないので、イ
が集まる。
ベント等の活用でき
・横須賀市は漁業が盛んだ
ないか。
ったので、振興したい。

・市営住宅の跡地を市民農園と
して開放できないか。

■地区別意見交換会の主要意見の整理・その２
都市づくりの課題に関する意見

※青字は、ご意見シートにより寄せられた意見

都市づくりの目標に関する意見

土地利用
・住重跡地の早期の事業化が
必要だ。
・地形的に新しい宅地は作り
にくいが、空家が増えてい
るので、これを活用してい
く。２軒分を１軒で利用し
て居住性の良い住宅を創
る。
・住重跡地をシニアの街にし
て高齢者施設、病院、商業
施設をつくるとよい。

浦賀
１０／３
４名

・人口減少や高齢化などのマイナス ・浦賀は近代歴史の発祥の地であ
の状況を防ぐための計画をつくり
り、その史跡を整備し観光都
実行していくべき。
市・横須賀となる。
・働く場を市内につくる必要があ
る。
・長期間、放置されていて地域の開
発の妨げとなる土地や空き家に対
する方策が必要である。

久里浜
１１／２５
８名

・日産、関東自動車の寮が無くなっ ・マイカーに頼ることなく生活
て、 人が全ていなくなったのが、
出来る環境という話があった
人口減少 の要因だと思う。跡地
がもう少し具体的に教えて
を宅地にしているが、やはり働く
ほしい。
場所がないと、人は入ってこない ・久里浜６丁目プールを廃止する
・国、県、市が手を出せない民有地
との事だが、プールも無いので
の急傾斜地にも、何か規制がかけ
あれば、子育て世代から敬遠
られないか。
され、それが人口減少につな
・衣笠大楠山の良好な自然の場にゴ
がっているのではないか。
ミ産業はおかしい。

・久里浜は平地は埋まってい
る。市営住宅の跡地利用を
考えてはどうか。
・自衛隊施設集約後の空地
にテーマパークを誘致
してはどうか。
・鉄道用地、有効活用
出来ないか。

北下浦
８／５
９名

・若い人が市外に出ていく理由を探
る必要がある。
・市の人口が減少していく中で北下
浦は横ばいであるがその理由は解
析する必要がある。
・丘陵部の団地では、高齢化による
坂道階段の移動の不便、店舗の撤
退で、生活が不便になっている。
・一人暮らし高齢者を把握しようと
しても、個人情報の問題があり町
内会では確認できない。

・2 世帯で生活できる住宅への支
援策を検討すべき。減免など。

・

・豊かな自然の中で育つ文化、食
の文化を発信していくまちづく
りをしたい。

・平作の区画整理は 50 年前
に決まったができていな
い。廃止すべきだ。
・調整区域の規制を緩和して、
子供世帯の近居やレストラ
ン等の集客施設を立地でき
るようにしてほしい。
・調整区域の畑が荒れている。
不在地主の土地が資材置き
場になっている。管理をし
っかりするようにしてほし
い。

大楠
１１／１２
９名

武山
１１／１９
２名
長井
１１／７
６名

・高齢化がより一層進んでいく。
・将来人口がこんなに減るのか、
・大きな産業がなくなり、市外に働
という感じがする。
きに出て行ってしまう。
・これからを引き継ぐ若い世代に
示せる都市マスが必要だ。

交通体系・道路整備

都市づくりの方針に関する意見
環境共生・自然の保全活用
都市魅力づくり
その他の施設等
・地域での魅力を持つまち ・川間工場跡地では開発
づくりがしたい。
が進んでいるので期
・浦賀の歴史、文化、海や
待できる。
山、公園、空家の有効 ・浦賀港の再生、東京湾
利用。
の入り口としての有
・小中高校を久里浜に集中
効活用。
する。
・福祉施設を西浦賀に集中
し、車椅子での生活が
できる高齢者が住みや
すい地域とする。

・佐原側から国道 134 号線に
出るのに梅田橋１本しかな
い。渋滞も発生しているし、
災害時の事を考えても、もう
１本、橋をつくるべき。
・ＪＲの引込線を使わない
ように出来ないか。
・野比海岸に自転車道を整備
してほしい。

・神明中の裏山を里山
・開国史の記念館だけでは
として、久里浜花の
なく、学術的な研究を
国と一緒に活用し
する施設があれば、
人が
てはどうか。久村か
集まるのではないか。
ら岩戸までの道を
整備しても良いの
では。
・衣笠公園、衣笠城址から
大楠山周辺の豊富な緑
や、阿部倉・平作・衣
笠町の里山の雰囲気は
保全すべき。
・横横の料金を下げて利用しやす
・北下浦の漁業、農業で雇
く。
用創出を図る。
・国道 357 号線の延伸を進める。
・海岸を活用してサイクリ
・ＪＲ久里浜駅と京急久里浜駅を
ングコースや道の駅の
屋根付きのデッキで連絡させる。
整備を考えたい。
・ＪＲ久里浜駅に西口を新設する。

・アクセスが非常に悪い。東京に
2.5 時間もかかる。
・渋滞がひどく、朝は衣笠十字路
まで車が動かない。
・モノレールのアイディアを都市
マスに入れたい。
・坂本芦名線の仮設部分をすぐに
整備して平作方面のルートを強
化してほしい。
・西地域に鉄道が引けないのなら、
それに代わる交通アクセスをど
うするか考えるべきだ。
・車道、歩道が狭く、自転車、歩
行者、車椅子などが危険。
・市民病院～林交差点のバスがな
くなり不便。
・バスの本数はあるが、鉄道駅の
ある地区に比べると不便である。

・横横道路の料金を下げて、羽田
に近い立地を生かして観光利用
につなげる。
・生活の基盤であり、産業や交流
の柱である交通の利便性が第一
である。

・既存の余っている施
設、
例えば小学校の空き
教室の有効活用（学童
クラブなど）を考える
べき。

その他
・若い人が未来の横須賀をどう
考えているか聞いてみたい。

・情報発信基地が無い。だから
若い人が集まらないのでは。
・千駄ヶ崎の海岸浸食の問題
を考えているのか。
・京急久里浜駅西側の歩道に
ある電柱の地中化を進めて
ほしい。

・自然環境ゾーンに産廃の ・護岸工事は、相模湾の景 ・市民病院が薄暗い感じ ・都市マスの中間見直し、評価
最終処分場がありごみ焼
観を保存するように、
なので、コンビニを入
が必要だ。
却場がつくられようとし
テトラポットを積み上
れて明るく若い人も
ている。こうした施設は
げる工法ではないよう
利用しやすくしたい。
工業地域に持っていくべ
にすべき。
きである。

・空き家が増えている。マンシ
ョンも 7 割くらいしか埋まら
ない。
・ソレイユの丘を健康づく
りの拠点にする。地元
の物産の加工販売をす
る。平日も利用者を増
やす。
・「すかなごっそ」は素晴
らしい施設だが 134 号
沿いにあり、休日は交
通渋滞がひどい。

・買い物が困難な高齢者へのコ
ミュニティバスの運行を地元
ＮＰＯなどで行いたい。
・老朽した施設や上下水道など
の維持管理費が心配である。
・ソレイユの丘を電気、食糧を
自給できる防災拠点にしたら
どうか。

