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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P557,P559） 

 

5.12 景観 

 

5.12.1 現況調査 

 

２．調査方法等 

2) 主要な眺望点からの眺望の状況 

主要な眺望点の分布状況の調査により、事業計画区域を含む周辺地域の景観の構成要素を眺望す

ることが可能な地点、不特定多数の人が集まる地点又は公共の場所等の観点から、図 5.12-1 に示

す６地点を選定しました。 

眺望の状況の調査は、人間の視点である地上高 1.5ｍから一眼レフカメラで撮影する方法により

行いました。 

 

３．調査結果 

2) 主要な眺望点からの眺望の状況 

事業計画区域周辺に位置する主要な眺望点としては、事業計画区域の北東側丘陵上部の散策道、

北側の公園、いたち川本流の南岸および谷戸内部などからの眺望点があります。事業計画区域周辺

に位置する主要な眺望点のうち、事業計画区域が眺望できる眺望点を選定し、眺望の現況を写真撮

影により確認しました。主要な眺望点からの眺望の状況を表 5.12-1 に示します。（写真は p565～570

表 5.12-2） 

表 5.12-1 主要な眺望点の位置および眺望の状況 

地点番

号 

眺望点 眺望の状況 

１ 円海山周辺 事業計画区域東端より東に約 800ｍに位置する散策路の１地点で、谷戸上

部の開けた景観特性を持つ眺望点です。事業計画区域のほぼ全域から背後

の本郷台方面の景観が眺望できます。 

２ 上郷高校外周 事業計画区域の北東側で舞岡上郷線より瀬上市民の森へのアプローチに位

置し、やや高い視点から事業計画区域のほぼ全体を見渡すことができます。

３ 上郷高校南東側 瀬上市民の森へ続く谷戸の入り口部分です。上郷高校の下の低い位置より

瀬上市民の森の谷戸内部を望むことができます。 

４ 港南台九丁目公園 事業計画区域の北側に隣接する公園です。直近より事業計画区域を植栽越

しに見下ろす位置にあり、事業計画区域の北側から舞岡上郷線付近の景観

が望めます。 

５ 港南台九丁目 事業計画区域の北側に隣接する住居地区です。現在、事業計画区域方向の

景観は丘陵に遮られて望めませんが、事業計画区域側の土地造成により景

観が変化する可能性があります。 

６ 上郷市民の森 事業計画区域の南側、いたち川本流の南側に位置する高台です。舞岡上郷

線の南端から同線に沿った景観を望むことができます。 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P558） 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P562） 

 

5.12.2 環境保全目標 

環境保全目標を次のとおり設定しました。 

供用時 

●周辺景観との調和を著しく損なわないこと。 

 

5.12.3 供用時に係る環境保全のための措置、予測および評価 

１．環境保全のための措置 

事業計画区域は、南東部に緑豊かな環境が残されており、多くの市民に利用されている瀬上市民

の森に隣接する立地条件であることを考慮し、以下の点に主眼を置いて計画策定の検討を行いまし

た。 

・緑豊かな景観の保全 

・水辺景観の保全 

・谷戸景観の保全 

・周辺景観との調和 

これらのテーマを実現すべく、以下に示す環境保全のための措置を計画しました。 

 

① 緑地の保全 

事業計画区域内の緑地の約 40％を残存緑地とし、計約 50％を緑地として横浜市に寄付および帰

属する予定としており、緑豊かな空間を残しながら開発を進める計画としました。 

 

 

② 水辺の保全 

事業計画区域の中心を流れるいたち川支流を改修し、より自然に優しい形状の川として計画しま

す。「緑地の保全」、「水辺の保全」とあわせ、栄区マスタープランに示される「緑と水の拠点とし

ての保全・整備・活用の検討」に対応し、周辺の景観形成に配慮します。 

 

 

③ 谷戸景観の保全 

瀬上沢小川アメニティー周辺の谷戸は、自然が残る公園としてできるだけ現況の景観に手を加え

ることのない計画とします。詳細計画は横浜市担当部局との協議、生態系の専門家の意見等を参考

に計画します。 

 

 

④ 建築計画 

港南台九丁目からの景観に配慮し、当該のり面頂部を含むのり面の一部を地区施設として緑化、

整備します。 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

4.7.2 環境保全目標 

環境保全目標は、評価書と同様に設定しました。 

 

 

 

 

4.7.3 供用時に係る環境保全のための予測および評価 

１．環境保全のための措置 

新事業計画については、平成 20 年 7 月の都市計画提案の評価結果を踏まえ、以下の点に主眼を

置いて計画策定の検討を行いました。 

・一団の緑の景観の保全 

・水辺景観の保全 

・谷戸景観の保全 

・周辺景観との調和 

これらのテーマを実現すべく、以下に示す環境保全のための措置を計画しました。 

 

① 一団の緑の景観の保全 

都市計画道路舞岡上郷線東側の谷戸部および丘陵部を一団で保全します。 

現況緑地や現況農地を特別緑地保全地区、都市施設の公園または地区施設の公園として事業計画

面積の 65％を超える緑地を保全します。 

 

② 水辺の保全 

開発事業区域内の水路の改変を縮小し、改変部分は、より自然に優しい形状の川として計画しま

す。 

都市施設の公園とする谷戸部の水路ついては、「緑地の保全」、「水辺の保全」とあわせ、栄区マ

スタープランに示される「緑と水の拠点としての保全・整備・活用の検討」に対応し、周辺の景観

形成に配慮した基本構想を提案します。 

 

③ 谷戸景観の保全 

瀬上沢小川アメニティー周辺の谷戸は、自然が残る公園としてできるだけ現況の景観に手を加え

ることのない計画を基本構想として提案します。詳細計画は、専門家のご意見等を参考に、市民参

画による維持管理計画や維持管理体制とともに基本構想として提案します。 

 

④ 建築計画 

港南台九丁目からの景観に配慮し、同地区に隣接する一団の尾根状緑地の改変は最小限とすると

ともに、地区計画において緑地の保全の為の制限の区域とします。 

事業者の建設する事業所や店舗施設については、都市計画道路舞岡上郷線西側に集約したうえで、

大幅に縮小し、地区計画による外観や屋外広告の既市などにより、周辺環境と調和する計画としま

す。 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P563） 

 

２．予測 

1) 予測項目 

予測項目を以下に示します。 

(1)地域景観の特性の変化 

(2)主要な眺望点からの眺望の状況の変化 

 

3) 予測結果 

(1) 予測結果 

② 主要な眺望点からの眺望の状況の変化 

予測結果を表 5.12-2(5)～(6)に示します。 

 

ここで、主要な眺望点からの眺望の状況を表 5.12-1（5.12.1.3.2）より、P559）に示します。 

 

表 5.12-1 主要な眺望点の位置および眺望の状況 

地点番号 眺望点 眺望の状況 

１ 円海山周辺 事業計画区域東端より東に約 800ｍに位置する散策路の１地点で、

谷戸上部の開けた景観特性を持つ眺望点です。事業計画区域のほぼ

全域から背後の本郷台方面の景観が眺望できます。 

２ 上郷高校外周 事業計画区域の北東側で舞岡上郷線より瀬上市民の森へのアプロ

ーチに位置し、やや高い視点から事業計画区域のほぼ全体を見渡す

ことができます。 

３ 上郷高校南東側 瀬上市民の森へ続く谷戸の入り口部分です。上郷高校の下の低い位

置より瀬上市民の森の谷戸内部を望むことができます。 

４ 港南台九丁目公園 事業計画区域の北側に隣接する公園です。直近より事業計画区域を

植栽越しに見下ろす位置にあり、事業計画区域の北側から舞岡上郷

線付近の景観が望めます。 

５ 港南台九丁目 事業計画区域の北側に隣接する住居地区です。現在、事業計画区域

方向の景観は丘陵に遮られて望めませんが、事業計画区域側の土地

造成により景観が変化する可能性があります。 

６ 上郷市民の森 事業計画区域の南側、いたち川本流の南側に位置する高台です。舞

岡上郷線の南端から同線に沿った景観を望むことができます。 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

２．予測 

1) 予測項目 

予測項目を以下に示します。 

 (2) 主要な眺望点からの眺望の状況の変化 

 

3) 予測結果 

(1) 予測結果 

② 主要な眺望点からの眺望の状況の変化 

予測結果を表 4.7-1 に示します。 

地点番号 5および 6についての眺望の変化を表 4.7-2(1)～(2)に示します。 

 

表 4.7-1 眺望の状況の変化 

地点番号 眺望点 眺望の状況 

１ 円海山周辺 開発事業区域を縮小し、都市計画道路より東側の一団の緑地につい

ては、造成はせずに、特別緑地保全地区および都市施設の公園とし

て位置付け、将来的に渡って担保される緑地や都市施設の公園とし

て保全するため、眺望の変化はありません。 

２ 上郷高校外周 開発事業区域を縮小し、都市計画道路より東側の一団の緑地につい

ては、造成はせずに、特別緑地保全地区および都市施設の公園とし

て位置付け、将来的に渡って担保される緑地や都市施設の公園とし

て保全するため、都市計画道路より東側が多くを占める当該眺望地

点における眺望の変化はほとんどありません。 

３ 上郷高校南東側 開発事業区域を縮小し、都市計画道路より東側の一団の緑地につい

ては、造成はせずに、特別緑地保全地区および都市施設の公園とし

て位置付け、将来的に渡って担保される緑地や都市施設の公園とし

て保全するため、眺望の変化はありません。 

４ 港南台九丁目公園 土地利用計画では、造成緑地と公園用地に計画されており、評価書

での造成緑地と店舗施設用地と同様な造成面が視認されることか

ら、評価書と同様な景観変化になります。 

５ 港南台九丁目 土地利用計画の見直しにより、北側集合住宅を廃止したため、評価

書とは異なる眺望が予想されます。 

６ 上郷市民の森 土地利用計画の見直しにより、北側集合住宅や健康福祉施設を廃止

したことから、眺望の変化が予想されます。 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P569） 

 

 

表 5.12-2(5) 眺望の状況の変化(地点番号 5 港南台九丁目) 

眺望の変化の状況 

 

道路正面の既存擁壁および緑地が消失し、新たな擁壁、植栽および集合住宅

が出現すると予測されます。 

 

現況 

 

 

供用時 

 

 

※ 計画内容は平成 18 年 11 月時点のものによります。 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

 

表 4.7-2(5) 眺望の状況の変化(地点番号 5 港南台九丁目) 

眺望の変化の状況

道路正面の既存フェンスおよび緑地が消失し、新たな擁壁、植栽が出現しま

す。 

評価書からの変化としては、集合住宅を取りやめたことから、空間が広がり、

開放された景観になると予測されます。 

現況 

 

 

供用時 

 

※ 計画内容は本書提出時点のものによります。 

 



4.7 景観 

 

- 198 - 

環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P570） 

 

表 5.12-2(6)  眺望の状況の変化(地点番号 6 上郷市民の森) 

眺望の変化の状況 

 

眺望の中に開発区域が占める割合が大きい眺望点となります。写真中央付近

の緑地が消失し、集合住宅、店舗施設の外観が連なる他、舞岡上郷線の拡幅に

より道路面が視野の中に占める割合が大きくなるなど、新たな景観が形成され

ると予測されます。なお、計画建物の高さ制限により眺望の中のスカイライン

は現況とほぼ同様になると予測されます。 

 

現況 

 

供用時 

 

※ 計画内容は平成 18 年 11 月時点のものによります。 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

表 4.7-2(6)  眺望の状況の変化(地点番号 6 上郷市民の森) 

眺望の変化の状況

眺望の中に開発事業区域が占める割合が大きい眺望点となります。写真中央

付近の緑地が消失し、住宅用地が広がるとともに店舗施設等の外観が視認され

ます。また、舞岡上郷線の拡幅により道路面が視野の中に占める割合が大きく

なるなど、新たな景観が形成されると予測されます。 

評価書からの変化としては、開発事業区域の縮小、北側の集合住宅と中央部

の健康福祉施設の廃止、店舗施設の縮小により、北側と東側の緑地を残しつつ

新たな住宅地の景観が広がります。 

現況 

供用時 

※ 計画内容は本書提出時点のものによります。 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における予測条件および予測結果（P572） 

 

３．評価 

 

2) 主要な眺望点からの眺望の状況の変化 

谷戸地形の出口付近である南側（上郷市民の森）では、舞岡上郷線沿いの開発の中心となるエリ

アを眺望するため、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。 

事業計画区域への歩行ルートとなる港南台九丁目では、アクセス部分の緑地が消失しますが、周

辺の景観調和に配慮し、新たな植栽を検討していきます。 

なお、今後詳細設計においても、より景観的調和に配慮した緑地・公園計画、建物デザインや色

彩を検討していきます。 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

３．評価 

 

2) 主要な眺望点からの眺望の状況の変化 

谷戸地形の出口付近である南側（上郷市民の森）では、舞岡上郷線沿いの開発の中心となるエリ

アを眺望するため、新たな景観が形成されると予測されますが、開発事業区域の縮小、建物計画の

廃止や規模の縮小等により、周辺の景観との調和は保たれると考えます。 

事業計画区域への歩行ルートとなる港南台九丁目では、アクセス部分の緑地が消失しますが、景

観に配慮して緑化いたします。 

なお、今後詳細設計においても、より景観的調和に配慮した緑地・公園計画、建物デザインや色

彩を検討していきます。 

 

 

 


