
 

第５章  

 

環境影響の変化の 

総合的な比較評価



 



5 環境影響の変化の総合的な比較評価 

- 202 - 

 

第５章 環境影響の変化の総合的な比較評価 

 

 平成 19 年 6 月に作成した「評価書」で選定した環境影響項目に対する、環境保全のため

の措置、主な環境影響要因、予測および評価に対し、新事業計画に基づく環境影響要因の変

化、必要に応じて実施した予測結果の変化、そして比較評価した結果を表 5-1～表 5-4 に示

します。 
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表 5-1 環境影響の変化の総合的な比較評価 

環境影響評価書（平成 19 年 6月）の環境影響評価の概要 新事業計画による環境影響要因の変化と予測結果および比較評価 

環境の現況 環境保全目標 環境保全のための措置 主な環境影響要因 予測および評価 主な環境影響要因 予測結果 比較評価 

大
気
汚
染 

・大気質の状況については、事業計画

区域周辺の大気汚染常時監視測定

局(栄区犬山小学校、港南区野庭中

学校および港南中学校測定局)の平

成16年度測定結果を調査しました。

長期的評価では、いずれの測定局に

おいても、二酸化窒素および浮遊粒

子状物質ともに環境基準を満足し

ていました。港南中学校測定局の浮

遊粒子状物質については、1時間値

で環境基準を超過する時間帯があ

りました。事業計画区域における現

地調査では、周辺測定局とほぼ同様

の結果を得ました。 

・気象の状況については、犬山小学校

測定局において、風速0.5～5ｍ未満

の風では、北、北北東、南南西の風

の頻度が高く、風速5ｍ以上の風で

は南南西の風の頻度が高くなって

います。現地調査結果（測定高さ10

ｍ）では、夏季の平均風速は1.5m/s、

冬季の平均風速は2.0m/s、卓越風向

は東となりました。 

工
事
中 

・建設機械の稼動おび工事

用車両の走行により、周

辺の大気質濃度に著し

い影響を及ぼさないこ

ととしました。 

・建設機械の稼動による二

酸化窒素の短期濃度(1

時間値)が0.2ppmを超え

ないこと、浮遊粒子状物

質の短期濃度(1時間値)

が0.2mg/㎥を超えない

こととしました。 

・排出ガス対策型の建設機

械を極力用います。 

・機械の集中稼動を避けた

合理的な作業計画を十

分に検討します。 

・建設機械および工事用車

両等の空ぶかしの排除、

アイドリングストップ

を励行します。 

建設機械の汚染物質排出量 

[長期] NOx:29065 ㎥/年 

SPM:1678048 g/年 

[短期] NOx:23.7 ㎥/時間 

SPM:1366.6 g/時間 

 

 

 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

442 台/日 

建設機械の稼働 

[長期影響割合] 

将来濃度(影響濃度)，影響割合 

NO2: 0.037(0.013)ppm，35.1% 

PM：0.030(0.003)㎎/㎥，10.0% 

[短期濃度] 

将来濃度(影響濃度),環境保全目標値

NO2：0.085(0.061)ppm <0.2 

SPM：0.092(0.065)mg/㎥ <0.2 

工事用車両等の走行 

将来濃度(影響濃度)，影響割合 

NO2：0.027(0.00010)ppm，0.37% 

SPM:0.028(0.00009)㎎/㎥，0.31% 

建設機械の汚染物質排出量 

[長期] NOx:21496 ㎥/年 

SPM:1258316 g/年 

[短期] NOx:18.4 ㎥/時間 

SPM:1076.1 g/時間 

 

 

 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

532 台/日 

建設機械の稼働 

汚染物質排出量が 

評価書＞新事業計画より予測なし 

 

 

 

 

 

 

工事用車両等の走行 

将来濃度(影響濃度)，影響割合 

NO2:0.021(0.00017)ppm，0.81% 

SPM:0.027(0.00005)㎎/㎥，0.19% 

・建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量

は、評価書の値より下回ります。よって

評価書の予測結果を上回ることはない

と考えます。 

・工事用車両の走行に伴う影響濃度は、評

価書と比較して増加しますが、影響濃度

は１％未満と予測されました。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

供
用
時 

駐車場の利用および関連

車両の走行により、周辺の

大気質濃度に著しい影響

を及ぼさないこととしま

した。 

・店舗駐車場に看板等を掲

げ、アイドリングストッ

プを励行します。 

・店舗施設の搬入車両等に

ついては、低公害車の使

用を促進します。 

関連車両の走行(店舗施設) 

[発生集中] 

休日7900台/日 

駐車場の利用 

将来濃度(影響濃度), 影響割合   

NO2:0.024(0.00002)ppm，0.1% 

SPM:0.027(0.000006)㎎/㎥，0.1%未満

関連車両の走行 

将来濃度(影響濃度), 影響割合 

NO2:0.026(0.00009)ppm，0.35% 

SPM:0.028(0.00004)㎎/㎥，0.16% 

関連車両の走行(店舗施設) 

[発生集中] 

休日 5600 台/日 

－ 

・駐車場の利用台数及び関連車両の走行台

数は、評価書の値より下回ります。よっ

て評価書の予測結果を上回ることはな

いと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

水
質
汚
濁 

事業計画区域周辺のいたち川本流に

おいて、ＳＳ（浮遊物質量）の調査を

実施しました。 

晴天時のＳＳは、1.3～2.1mg/ℓでし

た。 

雨天時のＳＳは、いたち川本流の上流

部で 大54.0 mg/ℓ、下流で 大

160.0mg/ℓでした。 

工
事
中 

通常降雨時の造成工事の

実施において、下流河川の

水の濁りに大きな変動負

荷をかけないこととしま

した。 

・仮設調整池を設置し、濁

水を沈砂させます。 

・開発区域からの濁水を公

共下水道に流下させる

ことにより、いたち川支

流(瀬上沢)に流下させ

ません。 

流域面積：21.3ha 

造成面積：17.7ha 

非造成面積：3.6ha 

貯水容量：5500 ㎥ 

 

予測の結果 

日降雨量 50mm に対し 

大 159mg/ℓ＜160.0 ㎎/ ℓ 
 

流域面積：12.2ha 

造成面積：11.1ha 

非造成面積：1.1ha 

貯水容量：3200 ㎥ 

予測の結果 

日降雨量 50mm に対し 

大 159mg/ℓ＜160.0 ㎎/ ℓ 
 

・浮遊物質量の 大値は、評価書の予測結

果と同じになりました。この予測値は、

いたち川本流の現況における降雨時の

SSの範囲内(160.0㎎/ ℓ)にあります。

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

騒 

音 

事業計画区域周辺において平成17～

18年に環境騒音および道路交通騒音

の調査を実施しました。 

環境騒音については、事業計画区域内

およびその周辺の全ての調査地点に

おいて、環境基準を下回りました。 

道路交通騒音については、舞岡上郷線

および環状4号線沿道において、平日

および休日の昼間、夜間ともに環境基

準を上回りました。 

工
事
中 

・建設機械の稼動について

は「騒音規制法」に基づ

く規制基準(85dB)以下

としました。 

・工事用車両等の走行によ

る道路交通騒音につい

ては、周辺の生活環境に

著しい影響を及ぼさな

いこととしました。 

・低騒音型の建設機械を極

力採用します。 

・工事用車両等の走行ルー

トおよび走行速度の厳

守を徹底します。 

建設機械の稼働台数 

土木のみ 34 台/日 

土木建築 65 台/日 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

442 台/日 

建設機械の稼働 

77㏈ < 85㏈ 

 

 

工事用車両等の走行 

等価騒音レベル(増加量) 

舞岡上郷線：70dB(0.2dB以下) 

環状４号線：72dB(0.1dB以下) 

建設機械の稼働台数 

土木のみ 20 台/日 

土木建築 47 台/日 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

532 台/日 

建設機械の稼働 

78㏈ < 85㏈ 

 

 

工事用車両等の走行 

等価騒音レベル(増加量) 

舞岡上郷線：70dB(0.3dB以下) 

環状４号線：72dB(0.1dB 以下) 

・建設機械の稼働による建設作業騒音レベ

ルは、評価書より１dB上がりますが、

大78dBと予測され、環境保全目標である

85dBを下回ります。 

・工事用車両等の走行による周辺道路の道

路交通騒音レベルの増加量は、評価書と

比較して0.1dB上がりますが、現況の騒

音レベルとほぼ同程度であるため、周辺

の生活環境に著しい影響を及ぼさない

と考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

供
用
時 

・設備機器の騒音について

は「横浜市生活環境の保

全等に関する条例」に基

づく、第一種低層住居専

用地域の夜間の規制基

準（40dB）以下としまし

た。 

・関連車両の走行による道

路交通騒音については、

周辺の生活環境に著し

い影響を及ぼさないこ

ととしました。 

・低騒音型の設備機器を極

力採用します。 

・主要な設備機器について

は、整備点検を徹底しま

す。 

予測地点別屋外設備機器 

北側店舗：空調機 35 台 

(都市計画道路西側店舗) 

南西側店舗：空調機 18 台

(都市計画道路東側店舗) 

 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 9100 台/日 

設備機器の稼働 

38～39dB＜40dB 

 

 

 

 

関連車両の走行 

等価騒音レベルの増加量 

舞岡上郷線：0.2～1.4dB程度減少 

環状４号線：0.1～0.6dB程度増加 

予測地点別屋外設備機器 

北側店舗：空調機 20 台 

(都市計画道路西側店舗) 

南西側店舗：空調機 0台 

(都市計画道路東側店舗廃

止のため) 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 5850 台/日 

 

－ 

・計画建物外部に設置される設備機器(屋

外空調機)の台数は、評価書の値より下

回ります。よって評価書の予測結果を上

回ることはないと考えます。 

・関連車両の走行台数は、評価書の値より

下回ります。よって評価書の予測結果を

上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。
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表 5-2 環境影響の変化の総合的な比較評価 

環境影響評価書（平成 19 年 6月）の環境影響評価の概要 新事業計画による環境影響要因の変化と予測結果および比較評価 

環境の現況 環境保全目標 環境保全のための措置 主な環境影響要因 予測および評価 主な環境影響要因 予測結果 比較評価 

振 

動 

事業計画区域周辺において平成17～

18年に環境振動および道路交通振動

調査を実施しました。 

環境振動については、事業計画区域内

およびその周辺の全ての調査地点に

おいて、振動レベル計の測定下限値で

ある30dB未満となりました。 

道路交通振動については、舞岡上郷線

および環状4号線沿道において、振動

規制法に基づく要請限度（道路沿道）

を下回りました。 

工
事
中 

・建設機械の稼動について

は「振動規制法」に基づ

く規制基準(75dB)以下

としました。 

・工事用車両等の走行によ

る周辺道路の道路交通

振動については、周辺の

生活環境に著しい影響

を及ぼさないこととし

ました。 

・低振動型の建設機械を極

力採用します。 

・工事用車両等の走行ルー

トおよび走行速度の厳

守を徹底します。 

建設機械の稼働台数 

土木のみ 34 台/日 

土木建築 65 台/日 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

442 台/日 

建設機械の稼働 

64dB＜75dB 

 

 

工事用車両等の走行 

予測振動レベル( 大増加量) 

舞岡上郷線：46dB(0.3dB以下) 

環状4号線：52dB(0.2dB以下) 

建設機械の稼働台数 

土木のみ 20 台/日 

土木建築 47 台/日 

 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

532 台/日 

建設機械の稼働 

68㏈ < 75㏈ 

 

 

工事用車両等の走行 

予測振動レベル( 大増加量) 

舞岡上郷線：45dB(0.5dB以下) 

環状 4号線：52dB(0.2dB 以下) 

・建設機械の稼働による建設作業振動レベ

ルは、評価書より4dB上がりますが、

大68dBと予測され、環境保全目標である

75dBを下回ります。 

・工事用車両等の走行による周辺道路の道

路交通振動レベルの増加量は、評価書と

比較して0.2dB上がしますが、現況の振

動レベルとほぼ同程度であるため、周辺

の生活環境に著しい影響を及ぼさない

と考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

供
用
時 

関係車両の走行による道

路交通振動について、周辺

の生活環境に著しい影響

を及ぼさないこととしま

した。 

店舗施設の搬入車両等に

ついては、過積載の防止お

よび走行速度の厳守を指

導し、振動の低減に努めま

す。 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 9100 台/日 

関連車両の走行 

等価騒音レベルの増加量 

舞岡上郷線： 大1.2dB増加 

環状 4号線 ： 大 0.5dB 増加 

 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 5850 台/日 

 
－ 

・関連車両の走行台数は、評価書の値より

下回ります。よって評価書の予測結果を

上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

電
波
障
害 

事業計画区域周辺において、遮蔽障害

及び反射障害の発生が予測される地

域を対象に、43地点において電波受信

状況の調査を行なった結果、評価ラン

クＥ(きわめて不良)が も多く測定

されました。 

供
用
時 

現況の電波受信状況を悪

化させないこととしまし

た。 

電波障害の発生が予測さ

れる地域に対し、アンテナ

設備の改善、CATVの活用、

共同受信施設の設置等の

適切な対策を講じます。 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

高さ：31m 

[店舗Ⅰ(西側)] 

高さ：15m 

[店舗Ⅱ(東側)] 

高さ：15m 

[健康福祉(東側)] 

高さ：20m 

 

電波受信状況 

計画地の南南西で遮へい障害 

計画地の北東で反射障害 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

廃止 

[店舗・事務所・住宅(西側)]

高さ：20m 

[事務所 (東側)] 

高さ：10m 

[健康福祉(東側)] 

廃止 

 

－ 

・影響を与える可能性のある建築計画を廃

止しました。よって評価書の予測結果を

上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

日
照
阻
害 

事業計画区域周辺は、主に住居系の土

地利用と市街化調整区域が混在して

おり、いずれも日影規制の対象地域に

指定されています。 

供
用
時 

周辺地域の居住環境に著

しい影響を及ぼさないこ

ととしました。 

周辺地域への影響を考慮

し、計画建物の高さを 高

31mとしました。 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

高さ：31m 

 [健康福祉(東側)] 

高さ：20m 

 

冬至日影 

・計画建物の高さを配慮するなどして、

計画建物による事業計画区域外への日

影が2時間以上に及ぶ範囲を 小限と

した。 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

廃止 

[健康福祉(東側)] 

廃止 

－ 

・影響を与える可能性のある建築計画を廃

止しました。よって評価書の予測結果を

上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

風 

害 

地域の風の状況（犬山小学校測定局）

は、風速0.5ｍから5ｍ未満の風では、

北、北北東、南南西の風の頻度が高く、

風速5ｍ以上の風では南南西の風の頻

度が高くなっています。 

供
用
時 

計画建物に起因するビル

風が周辺の風環境に著し

い影響を与えないことと

しました。 

風洞実験による予測を行

い、著しい環境影響が予測

された場合には、計画建物

の周囲に適切な植栽を行

い、ビル風の影響を低減さ

せる計画です。 

切土面積：約 72000 ㎡ 

盛土面積：約 105000 ㎡ 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

高さ：31m 

[店舗Ⅰ(西側)] 

高さ：15m 

[店舗Ⅱ(東側)] 

高さ：15m 

[健康福祉(東側)] 

高さ：20m 

 

風環境 

変化地点：3点(北側２、南側１) 

変化の程度：Aランク→Bランク 

Aランク(住宅地相当) 

Bランク(低中層市街地相当) 

切土面積：約 28000 ㎡ 

盛土面積：約 70000 ㎡ 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

廃止 

[店舗・事務所・住宅(西側)]

高さ：20m 

[事務所 (東側)] 

高さ：10m 

[健康福祉(東側)] 

廃止 

 

 

－ 

・造成工事範囲を縮小し、北側集合住宅を

廃止しました。よって評価書の予測結果

を上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。
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表 5-3 環境影響の変化の総合的な比較評価 

環境影響評価書（平成 19 年 6月）の環境影響評価の概要 新事業計画による環境影響要因の変化と予測結果および比較評価 

環境の現況 環境保全目標 環境保全のための措置 主な環境影響要因 予測および評価 主な環境影響要因 予測結果 比較評価 

廃
棄
物
・
発
生
土 

横浜市における産業廃棄物発生量は

平成13年度から15年度までの間に約

10%増加していますが、減量化と再利

用の促進により、 終処分量は約6%減

少しています。 

横浜市における平成17年度の一般廃

棄物収集量は、前年度に比べ約10%減

少しています。 

処理量は、焼却・埋立量が約86％、資

源化量が約14％でした。なお、資源化

量は、前年度に比べ約2.4倍に増加し

ています。 

工
事
中 

発生する廃棄物の適正な

処理・処分が行われること

としました。 

分別収集の実施、再資源化

ルートの確立による資源

の有効利用、法律に準じた

特定建設資材の再資源化

に努めます。 

 

 

 

 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

高さ：31m 

[店舗Ⅰ(西側)] 

高さ：15m 

[店舗Ⅱ(東側)] 

高さ：15m 

[健康福祉(東側)] 

高さ：20m 

 

建築工事発生量 

約2,000ｔ 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

廃止 

[店舗・事務所・住宅(西側)]

高さ：20m 

[事務所 (東側)] 

高さ：10m 

[健康福祉(東側)] 

廃止 

 

－ 

・計画建物の規模が大幅に縮小したこと

で、廃棄物の排出も減少します。よって

評価書の予測結果を上回ることはない

と考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると

評価しました。なお、評価書の環境保全

措置は引続き行い、一層の低減に努めま

す。 

供
用
時 

各施設から発生する廃棄

物の適正な処理・処分が行

われることとしました。

ごみの減量化と資源化の

徹底のため、周知および適

切な管理に努めます。 

発生廃棄物 

約3.8t～8.1 t/日 

－ 

・住宅系計画戸数および事業系施設規模が

縮小しました。また廃棄物の原単位も減

少傾向にあります。よって評価書の予測

結果を上回ることはないと考えます。

以上により、環境保全目標を満足すると

評価しました。なお、評価書の環境保全

措置は引続き行い、一層の低減に努めま

す。 

水
象 

事業計画区域およびその周辺におけ

る河川として、いたち川本流といたち

川支流（瀬上沢）があり、いたち川支

流の事業計画区域上流部は、横浜市に

より「瀬上沢小川アメニティ」として、

自然に配慮した河川として整備され

ています。 

供
用
時 

事業計画区域からの雨水

排水が、周辺河川であるい

たち川本流およびいたち

川支流（瀬上沢）に著しい

影響を及ぼさないことと

しました。 

開発区域内の６箇所に調

整池を設置し、雨水流出量

を抑制します。 

流域面積 

約 21.3ha 

対策貯留量 

約 16300 ㎡ 

流下量(開発前→開発後) 

本流：9.4 ㎥/s → 9.4 ㎥/s 

支流：0.2 ㎥/s → 0.2 ㎥/s 

 

流域面積 

約 12.2ha 

対策貯留量 

約 8300 ㎡ 

流下量(開発前→開発後) 

本流：9.4 ㎥/s → 9.3 ㎥/s 

支流：0.2 ㎥/s → 0.2 ㎥/s 

 

・開発後(供用時)におけるいたち川本流

の流下量は、開発前(現況)とほぼ同等

となります。 

 また、いたち川支流への流量についても

現況の分水の仕組みを変更しないため、

開発前(現況)とほぼ同等なります。よっ

て評価書の予測結果を上回ることはな

いと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると

評価しました。なお、評価書の環境保全

措置は引続き行い、一層の低減に努めま

す。 

植
物
・
動
物 

・陸生植物：アカガシ萌芽林等の自然

度の高い植生が認められますが、周

囲の大半が市街地に囲まれた立地

にあるため、コナラ群落、スギ・ヒ

ノキ植林、果樹園等の二次的な植生 

 が大半を占めています。注目すべき

種は3種、注目すべき群落について

は3群落、大径木は46本確認されま

した。 

・陸生動物：都市化が進み住宅地に囲

まれた緑地としては、比較的豊富な

動物相が形成されています。注目す

べき種については、鳥類15種、爬虫

類5種、両生類2種、昆虫類11種が確

認されました。なお、哺乳類につい

ては確認されませんでした。 

・水生生物：魚類および底生動物で比

較的清冽な水域に生息する種が確

認された一方、底生動物および付着

藻類でやや汚濁のある水域に生息

する種が確認されました。注目すべ

き種については、魚類3種、底生動

物4種が確認されました。 

・生態系：「樹林地」では比較的良好

な樹林生態系が形成されており、

「耕作地、草地」では昆虫類の確認

種数が多く、それらを捕食する上位

種が確認されており、「河川、湿性

地」では様々な種類の両生・爬虫類

が生息し、ホタル類も多く生息して

います。 

工
事
中
・
供
用
時 

・注目すべき植物種の継続

的生育を、技術的に可能

な限り図ることとしま

した。 

・植物相、植生の多様性を

良質な状態で維持する

こととしました。 

・二次林を主とする斜面林

への影響を 小限にと

どめることとしました。

・大径木については、極力

その生育地を残存緑地

とする計画とし、やむを

得ず開発区域に入る場

合は、技術的に可能な限

り個体の存続を図るこ

ととしました。 

・動物の生息環境への影響

を 小限にとどめるこ

ととしました。 

・水生生物の生育・生息環

境への影響を 小限に

とどめることとしまし

た。 

・地域を特徴づける生態系

に対して与える影響を

小限にとどめること

としました。 

・事業計画区域のうち約

50%を残存緑地および公

園・造成緑地として保存

します。 

・いたち川支流について

は、本事業による移設

(改変)により、現況にお

いて両側コンクリート

板となっている水路か

ら多自然型工法による

水路とし、公共下水道の

整備による水質改善を

計画しています。 

・注目すべき植物種や植物

群落および大径木につ

いては、移植等の保全措

置を講じます。 

・いたち川支流の移設区間

に生息するホタル類お

よびヤゴ類については、

工事に先立ち、再生され

る湿地エリアや移設区

間の上・下流側の生息地

への移設を計画してい

ます。 

切土面積：約 72000 ㎡ 

盛土面積：約 105000 ㎡ 

 

・陸生植物については、環境保全措置を講

じることにより、群落構成の多様性が確

保された比較的自然性の高い植生域が

残存・創出されると予測されます。 

・陸生動物の一部の注目すべき種について

は、生息地の改変による影響が予想され

ますが、周辺には同様の環境が多く残さ

れていること、動物の確認場所が改変の

影響が軽微であるいたち川支流の上流

部から瀬上市民の森方向に集中してい

ること、事業計画区域 南東側の残存緑

地および公園・造成緑地等によって円海

山へと続く緑の連続性を確保すること

により、生息環境に配慮する計画である

ことから、全体的な影響は小さいものと

考えます。 

・水生生物については、いたち川支流の移

設により一時的に生育･生息環境が消失

しますが、移設後の水路は水質が改善さ

れ、次第に水生生物が生育・生息するよ

うになると予測されます。 

・生態系については、本事業による土地の

改変により、生育・生息環境の減少や植

生の変化、生息域の分断、轢死等が予測

されますが、極力それらの環境影響を回

避又は低減するための環境保全措置を

講じる計画です。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲

で環境影響の回避または低減が図られる

ものと考えます。 

よって環境保全目標を満足すると評価し

ました。 

切土面積：約 28000 ㎡ 

盛土面積：約 70000 ㎡ 

 

－ 

・造成工事範囲を縮小し、水路の改変区間

も短縮しました。よって評価書の予測結

果を上回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると

評価しました。なお、新事業計画に基づ

く環境保全措置は次のとおり行い、一層

の低減に努めます。 

新事業計画に基づく環境保全措置（移

設・移植） 

１．注目すべき植物種のタコノアシを主

とする湿地性の植生については、都市

計画提案が認められた後、都市施設の

公園等において当局との協議を踏まえ

移植先を選定し、事業着手前に移植を

実施します。移植後は管理を行い、事

業実施後の基本構想とともに横浜市へ

引継ぎます。 

２．いたち川支流の移設区間に生息する

ホタル類およびヤゴ類については、都

市計画提案が認められた後、都市施設

の公園等において当局との協議を踏ま

え移設先を選定し、事業着手前に移設

を実施します。移設後は管理を行い、

事業実施後の基本構想とともに横浜市

へ引継ぎます。 

３．今回開発区域外となった東側谷戸の

水路改変計画区域に対する環境保全措

置については、事業実施後の維持管理

計画・体制の基本構想とともに横浜市

へ引継ぎます。 
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表 5-4 環境影響の変化の総合的な比較評価 

 

環境影響評価書（平成 19 年 6月）の環境影響評価の概要 新事業計画による環境影響要因の変化と予測結果および比較評価 

環境の現況 環境保全目標 環境保全のための措置 主な環境影響要因 予測および評価 主な環境影響要因 予測結果 比較評価 

地
域
社
会 

・日常生活圏の状況：事業計画区域周

辺の公共施設として、瀬上市民の森

および上郷市民の森があります。事

業計画区域内には、瀬上市民の森に

通じる「瀬上沢小川アメニティ」の 

 一部があります。 

・自然レクリエーションの状況：瀬上

沢小川アメニティの利用者数を調

査した結果、通常時における日中の

利用者は、往復で約1,000人、ホタ

ル発生時期の利用者は往復で約

1,600人となりました。瀬上沢小川

アメニティに至る、南側の道路を利

用するルートと上郷高校沿いの道

路を利用するルートの利用者数は、

ほぼ同程度でした。 

・生活道路の状況：神奈中車庫前交差

点については、平日では朝から午前

中にかけて、休日では昼間の時間帯

に渋滞が発生し、渋滞長は 大で

200ｍとなりました。 

・交通安全の状況：周辺の主要道路に

おいては、ガードレール・マウント

アップ等により歩車分離がなされ、

信号機・横断歩道等の歩行者用交通

安全施設が設置されています。 

工
事
中 

・交通状況に及ぼす影響を

極力抑えることとしま

した。 

・歩行者等の安全な通行が

確保されることとしま

した。 

・小川アメニティへは代

替ルートを確保します 

・工事用車両の綿密な管

理を行うとともに、車

両出入口には交通整理

員を配置します。 

・立入禁止地域、迂回道

路等については、地域

の皆様のご理解をいた

だくため、案内看板や

標識類の設置を充実さ

せます。 

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

442 台/日 

 

生活道路の状況 

瀬上沢小川アメニティに通じる道路 

 の一部が利用できなくなりますが、代替

道路の利用により影響は小さいと予測

されます。 

交通混雑の状況 

交差点飽和度 

(ピーク：平日17時～18時) 

港南台5丁目：0.536 

神奈中車庫前：0.788 

交通安全の確保の状況 

工事用車両通行ルートは自動車と歩行

者の分離が図られていることから、交

通安全は確保されると予測されます。

工事用車両等の走行 

[発生集中] 

532 台/日 

 

交通混雑の状況 

交差点需要率 

(ピーク：平日17時～18時) 

港南台5丁目：0.522 

神奈中車庫前：0.675 

・工事用車両の一日当たりの総走行台数

は、評価書と比較して増加しますが、増

加したのは、日中の資材搬入車両等であ

り、ピーク時間帯の 17:00～18:00 には

通勤車両のみとなります。したがって、

ピーク時の走行台数は評価書と同様と

なります。 

・現況(H23)の交差点需要率は、評価書を

下回り、将来基礎交通量もこれに伴い評

価書を下回ります。前述のとおり走行台

数が同様であることから、交差点需要率

は下がります。 

よって評価書の予測結果を上回ること

はないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

供
用
時 

・交通状況に及ぼす影響を

極力抑えることとしま

した。 

・歩行者等の安全な通行が

確保されることとしま

した。 

・来客による交通量の増

加を極力抑えるため、

店舗施設については、

指定容積率を200%から

150%に規制し、店舗床

面積を制限します。 

・舞岡上郷線から瀬上沢

小川アメニティまでの

区間に緑と水のネット

ワークを形成する計画

です。 

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 9100 台/日 

 

生活道路の状況 

緑と水のネットワークにより、自然と

触れ合うことのできるレクリエーショ

ンの場が拡充されると予測されます。

交通混雑の状況 

交差点飽和度 

(ピーク：休日15時～16時) 

港南台5丁目：0.745 

神奈中車庫前：0.939 

交通安全の確保の状況 

歩道の設置により、歩行者の安全な歩

行を確保する計画であることから、交

通安全は確保されると予測されます。

関連車両の走行 

[発生集中] 

休日 5850 台/日 

 

 

交通混雑の状況 

交差点需要率 

港南台5丁目：0.616 

(ピーク：休日16時～17時) 

神奈中車庫前：0.903 

(ピーク：休日11時～12時) 

・関連車両の走行台数は、評価書の値より

下回ります。また、現況(H23)の交通量

調査に基づき算出した交差点需要率も

工事中と同様に評価書と比較して下回

ります。よって評価書の予測結果を上回

ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

景 

観 

事業計画区域はいたち川支流を中心

とした谷戸地形の出口付近にありま

す。 

事業計画区域周辺の景観は、丘陵尾根

の緑とスカイラインを特徴とする景

観および谷戸内部の沢を中心とした

景観から成っており、周辺地域の特性

を反映して全般的に緑豊かな景観と

なっています。この丘陵部の外側から

は事業計画区域付近の景観はほとん

ど望めなくなっています。 

供
用
時 

周辺景観との調和を著し

く損なわないこととしま

した。 

・緑地保全、いたち川支

流の水辺の保全を目的

とした修景植栽および

樹林再生等の環境の整

備により、緑豊かな景

観の保全に努めます。 

切土面積：約 72000 ㎡ 

盛土面積：約 105000 ㎡ 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

高さ：31m 

[店舗Ⅰ(西側)] 

高さ：15m 

[店舗Ⅱ(東側)] 

高さ：15m 

[健康福祉(東側)] 

高さ：20m 

 

事業計画区域周辺の景観は、土地の造成お

よび計画建物により、舞岡上郷線沿道を中

心に変化することが予想されます。 

[丘陵部の外側からの眺望] 

大きな変化はありません。 

[舞岡上郷線沿道を眺望する地点] 

新たな景観が形成されると予測され

ますが、計画建物の高さ制限により

周辺の景観との調和は保たれると考

えます。 

[谷戸地形内部] 

できるだけ現況に手を加えないこと

と、水辺環境の整備により、景観を

大きく変化させることはないと考え

ます。 

切土面積：約 28000 ㎡ 

盛土面積：約 70000 ㎡ 

 

計画建物の存否 

[集合住宅(北側)] 

廃止 

[店舗・事務所・住宅(西側)]

高さ：20m 

[事務所 (東側)] 

高さ：10m 

[健康福祉(東側)] 

廃止 

 

 

造成工事範囲を縮小します。 

[丘陵部の外側からの眺望] 

大きな変化はありません。 

[舞岡上郷線沿道を眺望する地点] 

東側の店舗及び健康福祉施設、北側

の集合住宅を廃止します。 

東側樹林地を存置し、特別緑地保全

地区への決定を提案します。 

地区計画による計画建物の高さ制限

を提案しました。 

[谷戸地形内部] 

造成工事範囲外とし、都市施設の公

園への決定を提案します。 

・造成工事範囲及び計画建物を縮小しま

す。なお、環境保全措置として、次のこ

とを追加します。よって評価書の予測結

果を上回ることはないと考えます。 

・新事業計画に基づき追加する環境保全

措置 

・都市計画道路舞岡上郷線東側の谷戸

部及び丘陵部を一団で保全します。

・存置する緑地等は都市計画提案で特

別緑地保全地区等への決定を提案し

ます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

 

文
化
財 

周知の埋蔵文化財包蔵地は主に事業

計画区域の南側の丘陵地に分布して

おり、内容は集落跡、散布地等です。

また、事業計画区域内に存在する文化

財に準じるものとしては、貝化石の露

頭部および横堰の遺構があります。 

工
事
中
・
供
用
時 

関係法令を遵守し、開発区

域内に存在する文化財お

よびこれに準じる文化的

価値があると思われるも

のについて、適切な保存措

置を行うこととしました。

・文化財については、関

連部局と協議を行い、

適切な処置をとりま

す。 

・貝化石露頭部および横

堰については、工事に

よる改変を行わず保全

します。 

切土面積：約 72000 ㎡ 

盛土面積：約 105000 ㎡ 

 

環境保全措置を講じることにより、文化財

等の保存、継承、利活用のための適切な処

置をとることができると考えます。 

切土面積：約 28000 ㎡ 

盛土面積：約 70000 ㎡ 

 

－ 

・造成工事範囲を縮小するため、南東側丘

陵部の埋蔵文化財等が改変区域から外

れました。よって評価書の予測結果を上

回ることはないと考えます。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。

安 

全 

事業計画区域周辺には上総層群に区

分される大船層および小柴層が分布

し、いたち川支流沿いには、沖積層が

分布します。周辺に活断層は存在して

いません。 

工
事
中 

事業計画区域内および周

辺の地盤状況等を勘案の

上、適切な指標のもとに斜

面の安定を図ることとし

ました。 

・安全性の高い工事計画

を立案し、工事を実施

します。 

長大斜面(3 箇所) 

北側切土部：A-A、B-B 

南側切土部：C-C 

斜面安定計算の結果、 小安全率≧1.5以

上を確認。 

 

造成面積を縮小 

A-A、B-B：切土高さが低く

なりました。 

C-C：造成工事範囲外とな

りました。 
－ 

・造成工事範囲を縮小し、A-A、B-B断面は

斜面高さが低くなり、C-C断面は造成工

事区域外となりました。よって評価書の

予測結果を上回ることはないと考えま

す。 

以上により、環境保全目標を満足すると評

価しました。なお、評価書の環境保全措置

は引続き行い、一層の低減に努めます。


