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第１章 審査書に対する対応状況 

 

横浜市環境影響評価条例第 23 条第 1項の規定に基づき、（仮称）上郷開発事業に係る環境影響評

価準備書及び環境影響評価書に関する事項について、平成 19 年 11 月に横浜市長より環境保全の見

地からの意見を記載した「審査書」を受理しております。 

つきましては、新事業計画における現在の対応状況又は今後の対応について、市長意見及び平成

20 年 3 月「報告書」記載の見解とともに以下に示します。 

 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

事業の実施にあたっては、事

業の内容及び地域の特性を考

慮し、評価書に記載された事項

に加え、次に示す事項に留意し

て行う必要がある。 

評価書において記載した環

境保全のための措置のほか、次

に示す全般的事項及び個別的

事項に配慮します。 

左記のとおり対応いたします。

 

 

1.1 全般的事項 

 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

(1) 本事業の事業計画は、都市

計画提案等の手続を経た後

に具体化されるものである

ことから、事業者は、都市計

画提案等の手続の過程にお

いては、地域の特性等を踏ま

え、より一層環境に配慮した

事業計画とすること。 

本事業は、都市計画提案等の

手続きにより市街化調整区域

の一部が市街化区域に編入さ

れた後、具体化される計画であ

るため、環境影響評価の手続き

においては、基本方針･基本計

画について周辺環境に対する

影響を審議していただき、実施

設計に向けての環境保全措置

を策定しました。 

今後の手続きの過程におい

ては、地域の特性等を踏まえ、

地域で自然保護活動を行って

いる方々及び専門家との意見

交換を行いながら、公園や緑地

等の実施設計にあたるなど、よ

り一層環境に配慮した事業計

画となるよう努めます。 

本事業は、平成 20 年 7 月の

横浜市都市計画提案評価委員

会評価結果において与えられ

た課題を踏まえ、次のとおりと

いたします。 

1.都市計画道路舞岡上郷線（以

下、都市計画道路）の東側の

谷戸部及び丘陵部について

は、一団の土地として将来に

わたり保全されるよう、特別

緑地保全地区の決定及び都

市施設の公園の変更を都市

計画提案で提案しました。 

2.都市計画道路沿道及び西側

については、土地所有者（以

下、地権者）の権利を集約し

た開発事業区域※（以下、開

発事業区域）といたします。

※開発事業区域とは、今回の新事業計画において市街化区域に編入された後に開発行為を行う区域と

します。 
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市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

  3.開発事業区域のうち、都市計画道路

の東側沿道については、瀬上市民の

森や円海山周辺への玄関口として

緑の利用を高め自然環境や文化財

などのインフォメーションを提供

し、市民活動を支援する公益施設や

提供公園、及び雨水調整池を配置し

ます。 

4.開発事業区域のうち、都市計画道路

の西側沿道については、事業者が建

設する施設規模の大幅な縮小を実

現し、建築物等の形態意匠の制限を

地区計画に盛り込むと共に、供用時

の交通混雑に配慮した施策を、事業

者が施設の設置管理者に対し十分

に指導いたします。 

5.開発事業区域にかかる、大径木、注

目すべき植物、及び動物の移植、移

設については、市民との連携が不可

欠と考え、都市計画提案が認められ

た後、事業実施前に市民参画による

計画・検討推進体制をつくります。

6.前項と併せて、特別緑地保全地区や

都市施設の公園の整備内容や維持

管理についても、市民や専門家と十

分に意見交換を行い、維持管理計

画、維持管理体制についても事業の

実施までに基本構想として取りま

とめ、横浜市に提案します。 

 

なお、今後の手続の過程において、

都市計画提案が認められた後の早い

段階から市民や専門家からの情報や

ご意見を賜り、早期に専門家のご指導

や市民参画により、より一層環境に配

慮した新事業計画となるよう努めま

す。 
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市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

(2) 計画地及びその周辺では、

多くの市民が緑地やホタル

の生息環境の保全に強い関

心を持っており、注目すべき

植物種などに関する豊富な

情報や調査データも保有し

ている。生物生息環境の維持

管理計画の策定や維持管理

体制の構築など、環境保全措

置の具体化及び実施にあた

っては、市民との連携が特に

重要であることから、設計、

工事中、供用時の各段階にお

ける市民参画を積極的に推

進すること。なお、市民との

連携は可能な限り早い時期

から進めるとともに、十分な

期間を確保すること。 

生物生息環境の維持管理計

画の策定や維持管理体制の構

築など、環境保全措置の具体化

及び実施にあたっては、市民と

の連携が不可欠と考えており

ます。「公園、緑地、水路の実

施設計」「工事中の移植・移設

の実施」「供用時の維持管理に

関する計画の策定と体制の構

築」について市民の方々の意見

をいただき、協力して進めてい

けるような市民参画の体制を

つくります。なお、市民との意

見交換や市民参画による計

画・検討推進体制づくりについ

ては、都市計画提案後の出来る

だけ早い時期から進めていく

予定です。 

生物生息環境の維持管理計

画の策定や維持管理体制の構

築など、環境保全措置の具体化

及び実施にあたっては、市民と

の連携が不可欠と考えており

ます。 

市民との連携については、都

市計画提案が認められた後の

早い段階から行い、豊富な情報

や調査データに基づくご意見

等を賜り、計画・検討推進体制

づくりを進めていく予定です。
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1.2 個別的事項 

 

（１）事業計画 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

ア 事業者は、店舖広告照

明の制限、屋上広告の禁

止をするとしているが、

確実に実施されるよう地

区計画案に盛り込むこ

と。 

都市計画提案において、

当該事業計画区域の広告物

の規制については、「広告

物の色彩は、デザイン、素

材、配色は高彩度色を使用

しない等、周辺の街並み、

緑に馴染むものとする。建

物に附帯する広告は自家用

広告物に限る。屋上広告物

は原則として設置しない。

点滅型、電照式照明を用い

た広告を設置してはならな

い。夜間の広告照明は、1号

公園から目視出来る位置に

設置してはならない。」と、

地区整備計画に盛り込み横

浜市に提案しました。 

谷戸の入口となる都市計画道路の

東側沿道については、平成 20 年 7 月

の都市計画提案の評価結果を踏まえ、

特別緑地保全地区及び都市施設の公

園として 大限保全するため、大規模

な店舗施設及び健康福祉施設の建設

を廃止しました。 

また、都市計画提案において開発事

業区域の屋外広告物等の制限につい

ては、以下の項目を地区計画案に盛り

込みました。 

(1) 屋根又は屋上への設置等の禁止 

(2) 点滅装置等の使用禁止 

(3) 内照式広告物の設置禁止 

（第 7章 資料編 2.7 都市計画提案の

内容について P296～302 を参照） 

イ 現時点では、店舖施設、

健康福祉施設等の設置及

び管理の主体は未定であ

るが、それらの事業主体

を決定する段階で、環境

影響評価の内容を十分に

説明し、必要な指導を行

うこと。また、店舖施設

を利用する車両からの環

境影響を低減するため、

待機車両による交通混雑

等が生じないよう配慮を

求めること。 

店舗施設及び健康福祉施

設等の設置者及び管理者を

決定する際には、環境影響

評価の内容及び当該事業計

画地における環境保全の重

要性を十分に説明し、環境

保全措置を実施するよう指

導を行います。また、店舗

施設を利用する車両につい

ては、店舗施設の設置者及

び管理者に対し、敷地内に

十分な待機場所を確保する

ことや適切な交通誘導を行

う等、待機車両による交通

混雑等が生じないような配

慮をするように指導いたし

ます。 

谷戸の入口となる都市計画道路の

東側沿道については、平成 20 年 7 月

の都市計画提案の評価結果を踏まえ、

特別緑地保全地区及び都市施設の公

園として 大限保全するため、大規模

な店舗施設及び健康福祉施設の建設

を廃止しました。 

開発事業区域の事業者が建設する

店舗施設等の設置・管理者を決定する

際には、事業者が環境影響評価の内容

及び環境保全の重要性を十分に説明

し、環境保全措置を実施するよう指導

を行います。また、店舗施設を利用す

る車両についても、店舗施設の設置者

及び管理者に対し、敷地内に十分な待

機場所を確保することや適切な交通

誘導を行う等、待機車両による交通混

雑等が生じないような配慮をするよ

う指導いたします。 
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市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

ウ 計画地周辺ではオオタ

カの営巣は確認されなか

ったが、円海山一帯では

継続した繁殖が確認され

ていることから、オオタ

カの採餌行動等により適

した植栽計画を行うこ

と。 

当該事業計画区域周辺がオ

オタカの採餌場となる可能性

を考慮し、植栽計画の策定にあ

たっては、専門家の意見を踏ま

え草木の配置に注意して計画

する等、オオタカの採餌環境に

配慮いたします。 

瀬上市民の森に連なる都市計画

道路の東側の谷戸部及び丘陵部に

ついては、特別緑地保全地区の決

定及び都市施設の公園の変更を都

市計画提案で提案しました。 

また、提案が認められた後は当

該提案区域周辺がオオタカの採餌

場となる可能性を考慮し、都市施

設の公園の基本構想策定にあたり

専門家の意見を踏まえオオタカの

採餌環境に配慮いたします。 

エ 大径木等の樹木の移植

については、移植先であ

る公園や寄付予定の緑地

の植栽計画を策定する段

階で、対象樹木や移植場

所等を具体的に明らかに

すること。 

大径木等の樹木の移植につ

いては、移植先の公園や寄付予

定の緑地の植栽計画を策定す

る段階で、対象樹木や移植場所

等を具体的にします。これらの

計画については、市民参画によ

る計画・検討推進体制の話し合

いの中で明らかにし、関係各機

関との協議を進めてまいりま

す。 

開発事業区域における大径木等

の樹木の移植については、基本的

に、開発事業区域の公園等に移植

する予定ですが、同公園等の植栽

計画を策定する段階で、移植場所

や時期等を具体化します。これら

の計画については、市民参画によ

る計画・検討推進体制の話し合い

の中で意見の交換を行い、その後

関係各機関との協議を進めてまい

ります。 

オ 造成緑地、公園等に植

栽する樹種については、

高木に中低木も含め、在

来種の中から選定するこ

と。 

造成緑地、公園等の緑化につ

いては、市民参画による計画・

検討推進体制等において検討

を重ね、高木に中低木も含めて

在来種の中から選定していき

ます。 

 

開発事業区域の造成緑地、公園

等に植栽する樹種については、高

木に中低木も含め、在来種の中か

ら選定します。なお、これらの計

画については、市民参画による計

画・検討推進体制等の話し合いの

中で意見交換し、その後、関係各

機関との協議を進めてまいりま

す。 

また、特別緑地保全地区の維持

管理や都市施設の公園の緑化につ

いては、都市計画提案が認められ

た後に市民参画による計画・検討

推進体制等において検討を重ね、

事業実施までに基本構想として取

りまとめ、横浜市に提案します。
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市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

カ 公園には湿地を再生し、水

路や寄付緑地等も含め、注目

すべき植物、動物の移植、移

設をする計画であることか

ら、これらの整備内容や維持

管理について市民や専門家

と十分に連携を図り、実施設

計を進めること。 

また、整備と維持管理は密

接に関連しており、維持管理

計画、維持管理体制を明確に

した上で、実施設計を行うこ

と。なお、市民との連携は可

能な限り早い時期から進め

るとともに、十分な期間を確

保すること。 

環境保全措置の具体化及び

実施にあたっては、市民との連

携が不可欠と考えており、都市

計画提案後の出来るだけ早い

時期に市民の方々の意見をい

ただき、市民参画による計画・

検討推進体制をつくります。 

この体制つくり等により、公

園内の湿地再生、水路や寄付緑

地等の注目すべき植物、動物の

移植、移設計画においても、整

備内容や維持管理について市

民や専門家と十分に意見交換

を行い、維持管理計画、維持管

理体制を明確にした上で、実施

設計を進めてまいります。 

都市施設の公園の湿地等の

再生、移植や移設の実施におけ

る市民や専門家との連携につ

いて、具体的には次のとおり進

めてまいります。 

1.都市計画提案が認められた

後、特別緑地保全地区及び都

市施設の公園については、次

の内容に関する意見聴取を

行います。 

① 都市施設の公園の基本構

想 

② 動植物の移設・移植 

③ 維持管理計画・体制 

2.事業実施までに前記のご意

見を参考に都市施設の公園

の整備内容、維持管理計画に

ついて、市民参画で基本構想

として取りまとめ、横浜市に

提案します。 

キ 公園内の湿地の維持に必

要な水量の確保の方法が不

明確であることから、周辺の

湧き水の量などについて十

分に調査した上で、実施設計

を行うこと。 

公園内の湿地の維持に必要

な水量の確保については、谷戸

の北東側の山からの湧水を活

用する考えですが、周辺の湧き

水の量を十分に把握した上で、

実施設計を行います。 

谷戸部分の湿地等の維持に

必要な水量の確保については、

谷戸の北東側の山からの湧水

を活用する考えですが、周辺の

湧き水の量を十分に把握した

上で、事業実施までに都市施設

の公園の基本構想として取り

まとめ、横浜市に提案します。

ク 舞岡上郷線の東側の公園

内に調整池を設置する計画

としているが、公園には湿地

を再生するなど自然的土地

利用を予定していることか

ら、公園の実施設計段階で十

分検討の上、市と協議するこ

と。 

公園内の調整池については、

湿地等による自然的土地利用

の計画を踏まえ、調整池の必要

性について十分に検討の上、横

浜市と協議をしてまいります。

都市計画道路の東側の都市

施設の公園の谷戸部分は開発

事業区域外となり、自然的土地

利用を予定していることから、

雨水調整池は不要となりまし

た。 
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市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

ケ ホタルの移設や植物の移

植、及び移植に先立つ再調査

など、植物、動物の生息環境

に関する環境保全措置の実

施にあたっては、積極的に市

民参画を図ること。また、そ

の実施状況について、市民に

対し十分な情報提供を行う

こと。 

植物、動物の生息環境に関す

る環境保全措置の具体化及び

実施にあたっては、都市計画提

案後の出来るだけ早い時期に、

市民の方々の意見をいただき、

市民参画による計画・検討推進

体制をつくります。また、その

実施状況については、インター

ネット等で積極的に情報提供

を行ってまいります。 

開発事業区域の動物、植物の

生息環境に関する環境保全措

置の具体化及び実施にあたっ

ては、本項カの対応状況のとお

り行います。 

また、その実施状況について

は、インターネット等で積極的

に情報提供を行ってまいりま

す。 

コ 港南台9丁目に接続する地

区内道路については、周辺住

民に対し計画内容等につい

て十分に説明し、理解を得る

よう努めるとともに、供用後

の状況を検証し、必要に応じ

て適切に対応すること。 

 

港南台9丁目に接続する地区

内道路については、周辺住民に

対し今後の説明会等により、計

画内容等について十分に説明

し、理解を得るよう努めてまい

ります。また、供用後の状況（道

路の利用による影響）を検証

し、必要に応じて適切に対応い

たします。 

左記のとおり対応いたします。

サ 伐採樹木については、現地

で専用機械にてチップ化し

再利用する予定としている

が、樹木の伐採やチップ化に

際しては、機械の稼動による

騒音、振動、粉じん、チップ

保管時の臭気等が発生する

恐れがあることから、周辺環

境に十分配慮して実施する

こと。 

伐採樹木のチップ化に係る

作業に際しては、周辺の住居・

教育施設等から作業場所を十

分隔離するなどし、機械の稼動

による騒音、振動、粉じん、チ

ップ保管時の臭気等の影響を

抑えるよう配慮してまいりま

す。 

左記のとおり対応いたします。
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（２）環境影響評価項目 

 

ア 工事中 

 

（ｱ） 水質汚濁 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 新事業計画における対応状況 

仮設調整池については、降雨

時の濁水の浮遊物質量が十分

に低減されるよう適切な容量

を確保すること。 

仮設調整池については、降雨

時の濁水の浮遊物質量が十分

に低減されるよう、適切な容量

を確保する計画といたします。

左記のとおり対応いたします。

 

（ｲ） 植物・動物 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

ａ 大径木等の移植方法につ

いては、専用重機を用いると

しているが、重機が使用でき

ない場所もあると考えられ

ることから、専用重機だけで

なく複数の工法を組み合わ

せるなどにより、より多くの

樹木の保全を図るよう検討

すること。 

大径木等の環境保全措置に

ついては、環境影響評価書にお

いて表明した移植樹木以外に

ついても移植の可能性の検討

を行い、出来るだけ多くの樹木

の保全を図れるよう移植樹木

の選定を行い、移植の工法及び

場所等について検討いたしま

す。 

開発事業区域の大径木等の

環境保全措置については、環境

影響評価書において表明した

移植樹木以外についても移植

の可能性の検討を行い、出来る

だけ多くの樹木の保全を図れ

るよう移植樹木の選定を行い、

移植の工法及び場所等につい

て検討いたします。 

この検討にあたり、市民参画

による計画・検討推進体制つく

りの話し合いの中で意見交換

し、その後関係各機関との協議

を進めてまいります。 

 



1 審査書に対する対応状況 

 - 9 - 

 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

ｂ オオタカについては、工事

実施前及び工事期間中も継

続してモニタリング調査を

実施し、調査結果については

毎年度報告すること。 

また、モニタリング調査期

間中に、飛翔頻度や採餌、巣

材運搬等の重要な行動に変

化が見られた場合は、専門家

の意見を聴き、必要に応じて

適切な措置を実施すること。 

オオタカについては、工事実

施前及び工事期間中も継続し

てモニタリング調査を実施し、

調査結果については毎年度報

告いたします。 

なお、モニタリング調査期間

中に、飛翔頻度や採餌、巣材運

搬等の重要な行動に変化が見

られた場合は、専門家の意見を

聴き、必要に応じて工事時期の

検討等、適切な措置を実施いた

します。 

オオタカについては、平成 20

年のモニタリング調査報告書

をまとめた以後、同年 7月の都

市計画提案の評価結果を受け、

専門家と相談のうえ調査を一

時中断しました。 

その後、平成 22 年までは近

隣の他機関の調査結果を注視

しつつ、平成 23 年 12 月よりモ

ニタリング調査を再開し、平 24

年 8 月及び平成 25 年 8 月に調

査結果をまとめ、報告しまし

た。なお、従前の調査時から大

きな行為の変化はありません。

また、今後の対応については

左記のとおり実施いたします。

ｃ 瀬上沢の付替工事に伴う

ゲンジボタルの移設や、舞岡

上郷線西側の湿地に生息す

るヘイケボタルの移設にあ

たっては、設計や工事の各段

階において、逐次専門家の指

導を受けること。 

当該事業実施区域のゲンジ

ボタル、ヘイケボタルの移設に

あたっては、専門家の指導のも

と、公園の湿地および水路の実

施設計並びに移設計画を策定

します。また捕獲、飼育、放蛍

作業についても、専門家の指導

を受け実施いたします。 

開発事業区域のゲンジボタ

ル、ヘイケボタルの移設は、都

市計画提案が認められた後の

早い段階から市民や専門家の

ご意見を賜り、専門家の指導の

もと、都市施設の公園の谷戸の

湿地等及び水路への移設計画

を策定します。 

また捕獲、飼育、放蛍作業に

ついても、専門家の指導を受け

実施いたします。 
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イ 存在・供用時 

 

（ｱ） 植物・動物 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

ａ 地域では希少となってい

る湿地性の植物については、

注目すべき植物種とともに

移植を図るなど、可能な限り

保全に努めること。 

地域では希少となっている

湿地性の植物（シロバナサクラ

タデ、ハンゲショウ、ツリフネ

ソウ）について、注目すべき植

物種とともに移植を図れるも

のについては、可能な限り保全

に努めます。 

開発事業区域の湿地性の植

物（シロバナサクラタデ、ハン

ゲショウ、ツリフネソウ）は、

タコノアシとともに移植を図

れるものについては、可能な限

り保全に努めます。 

また、同湿地性の植物の移植

は、都市計画提案が認められた

後の早い段階から市民や専門

家からの情報やご意見を賜り、

専門家のご指導のもと、市民参

画により都市施設の公園の谷

戸の湿地等への移植計画を策

定します。移設については、事

業実施までの期間において実

施いたします。 

ｂ 現時点では、店舖施設、健

康福祉施設等の設置及び管

理の主体は未定であるが、そ

れらの事業主体を決定する

段階で、谷戸の生態系の重要

性について十分説明し、光害

の防止について必要な指導

を行うこと。また、その指導

内容について報告すること。 

店舗施設及び健康福祉施設

等の設置者及び管理者を決定

する際には、谷戸の生態系の重

要性について十分説明した上

で、光害の防止について環境保

全措置を実施するよう指導い

たします。また、その指導内容

については、事後調査報告書に

て報告いたします。 

谷戸の入口となる都市計画

道路の東側沿道については、平

成 20 年 7 月の都市計画提案の

評価結果を踏まえ、特別緑地保

全地区及び都市施設の公園と

して 大限保全するため、大規

模な店舗施設及び健康福祉施

設の建設を廃止しました。 

さらに、都市計画道路の西側

沿道の店舗施設等の設置・管理

者を決定する際には、谷戸の生

態系の重要性について十分説

明した上で、光害の防止につい

て環境保全措置を実施するよ

う指導いたします。また、その

指導内容については、事後調査

報告書にて報告いたします。 
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（ｲ） 地域社会 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

神奈中車庫前交差点の改良

については、発生集中交通量の

多くを占める店舗施設の供用

時までに実施すること。 

神奈中車庫前交差点の改良

については、店舗施設の供用時

までに、神奈中車庫前交差点の

大船側に、舞岡上郷線への左折

車線を整備し、店舗設置に伴う

交通量負荷の軽減を図ります。

新事業計画の見直しに伴い、

事業者が建設する店舗施設等

は縮小し、発生集中交通量も同

じく減少いたします。しかしな

がら、開発事業区域の土地利用

に伴う神奈中車庫前交差点の

負荷を軽減するため、左記のと

おり整備します。 

 

（ｳ） 景観 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月）

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

事業者は、谷戸の景観に

ついて大きな変化はない

としているが、谷戸の入口

には店舖施設、健康福祉施

設が建設される予定であ

ることから、それらの建築

物のデザインや色彩につ

いて、谷戸の景観に調和し

たものとするよう設置者

を指導すること。 

都市計画提案において、

当該事業計画区域の建築

物の形態または意匠の制

限については、「街、街路

と調和し、緑が映える、落

ち着きある雰囲気のデザ

イン、色彩、素材の採用に

努める。」と、地区整備計

画に盛り込み横浜市に提

案しました。 

また、これらの施設設置

者に対しては、谷戸の景観

に調和したものとするよ

う指導いたします。 

谷戸の入口となる都市計画道路の東

側沿道については、平成 20 年 7 月の都

市計画提案の評価結果を踏まえ、特別緑

地保全地区及び都市施設の公園として

大限保全するため、大規模な店舗施設

及び健康福祉施設の建設を廃止しまし

た。 

また、都市計画提案において都市計画

道路沿道の建築物等の形態意匠の制限

については、以下の項目を地区計画案に

盛り込みました。 

1.建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環

境と調和し、落ち着きある雰囲気のデ

ザイン、色彩、素材のものとする。 

2.屋外広告物等は地区の景観及び地区

外からの景観を阻害しないものとす

る。ただし、案内標識等についてはこ

の限りでない。 

（第 7章 資料編 2.7 都市計画提案の

内容について P296～302 を参照） 

さらに、都市計画道路の西側沿道に事

業者が建設する店舗施設等については、

施設の設置者に対し、谷戸の景観に調和

したものとするよう、事業者から指導い

たします。 
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（３）事後調査 

 

ア 水象 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

いたち川支流の流量の変化

は、水生生物の生息環境に影響

を及ぼすと考えられることか

ら、事後調査を実施し、調査頻

度については季節変動を踏ま

えて設定すること。 

いたち川支流の付け替え工

事に先立ち、季節変動を踏まえ

て豊水期と渇水期に流量調査

を行い、水生生物の移設及び保

全措置のための計画を立案す

るとともに、事後調査を実施し

報告いたします。 

開発事業区域のいたち川支

流の移設工事に先立ち、季節変

動を踏まえて豊水期と渇水期

に流量調査を行い、専門家の指

導を踏まえ市民参画のうえ水

生生物の移設及び保全措置の

ための計画を立案・実施すると

ともに、事後調査を実施し報告

いたします。 

 

イ 植物・動物 

市長意見 

（平成 19 年 11 月受理） 

報告書（平成 20 年 3 月） 

事業者の見解 
新事業計画における対応状況 

植物、動物の生息環境に関す

る事後調査の実施状況や結果

について、市民に対し十分に情

報提供を行うこと。 

植物、動物の生息環境に関す

る環境保全措置の実施につい

ては、市民参画の体制で取組む

考えです。この取組みも含め事

後調査の実施状況や結果につ

いては、逐次インターネット等

で積極的に情報提供を図って

まいります。 

植物、動物の生息環境に関す

る環境保全措置の実施につい

ては、都市計画提案が認められ

た後の早い段階から市民や専

門家からの情報やご意見を賜

り、専門家のご指導のもと、市

民参画の体制で取組む考えで

す。 

この取組みも含め事後調査

の実施状況や結果については、

逐次インターネット等で積極

的に情報提供を図ってまいり

ます。 

 

 

 

 




