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   市素案説明会 

令和４年 11 月 18日～ 

横浜国際港都建設計画道路 

３・４・３号 環状４号線 

３・３・53号 上川井瀬谷１号線 

３・３・54号 上川井瀬谷２号線 

３・３・９号 国道 16号線 

の都市計画変更に関する、 

都市計画市素案のご説明をいたします。 

この説明会は、公聴会に先立ち行うものです。 

動画の配信期間は、 

令和４年 11月 18日から 12月 19日までです。▲ 

０ 

ご説明する内容は、 

まず、旧上瀬谷通信施設地区について、 

（１）旧上瀬谷通信施設地区の概要 

１ 



（２）主な上位計画における位置付け 

（３）まちづくりの方向性 

続いて、道路計画の概要、都市計画市素案の概要、

今後の都市計画手続についての順で、 

ご説明します。▲ 

それでは、旧上瀬谷通信施設地区の概要につい

て、ご説明します。▲ 

２ 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の施行

区域は、赤枠でお示しした区域になります。▲ 

３ 

施行区域の面積は約 248.5ha で、瀬谷区と旭区

にまたがる場所に位置しており、 

地区中心部までは、相模鉄道本線瀬谷駅から北

に約２キロメートルの距離になっています。 

当地区の北側には東名高速道路横浜町田インタ

ーチェンジ、北東側には保土ケ谷バイパス上川井

インターチェンジが近接しており、 

地区内の南北に環状４号線、北側に国道 16 号

線、通称八王子街道が通っており、交通利便性が

高い地区です。▲ 

４ 

続いて、施行区域内の土地の現況についてです。 ５ 



土地の所有状況は、国有地と民有地がそれぞれ

約 45％、市有地が約 10％を占めます。 

民有地は概ね農地、市有地は環状 4 号線や農道

として利用され、大部分が市街化調整区域に指定

されています。▲ 

次に、旧上瀬谷通信施設地区の状況です。 

１つ目は、戦後 70年間にわたり、自由な土地利

用が制限されてきました。そのため、地権者の早

期の生活再建が必要です。 

２つ目は、米軍施設用地として市街化が抑制さ

れてきたことから、道路などのインフラが十分に

整備されていません。 

３つ目は、国有地、市有地、民有地が混在して

おり、まちづくりを進める上では土地の整序が必

要です。▲ 

６ 

次に、主な上位計画における当地区の位置付け

について、ご説明します。▲ 

７ 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針にお

いては、 

４ 主要な都市計画の決定の方針の中で、 

８ 



米軍施設跡地等の大規模土地利用転換にも適切

に対応するとともに、横浜市の魅力である良好な

緑や農の保全などとのバランスを図りながら、新

たな投資の喚起や民間活力を誘導した機能強化な

ど、持続的な都市の成長・発展につながる土地利

用の誘導を図る必要がある 

としています。▲ 

続いて、横浜市都市計画マスタープランです。 

旭区プランでは、旧上瀬谷通信施設の土地利用は、

道路ネットワークによる広域的なアクセス条件の

良さを生かし、持続的な都市農業を展開するとと

もに、全市的・広域的な課題への対応を図りなが

ら、旭区をはじめとした周辺地域の活力に結びつ

くよう誘導していく 

としています。▲ 

９ 

瀬谷区プランでは、 

旧上瀬谷通信施設については、その広大さから横

浜市に残された貴重な財産であるため、緑や農の

保全とのバランス等を図りながら、全市的・広域

的な課題への対応を考慮した跡地利用の具体化を
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図る 

としています。▲ 

続いて、まちづくりの方向性について、ご説明し

ます。▲ 

11 

旧上瀬谷通信施設返還後の検討経緯ですが、 

平成 27 年６月に旧上瀬谷通信施設の全域が返

還されたことから、 

7 月に返還後の跡地利用等を協議することを目

的に、瀬谷区 12地区連合町内会長による「瀬谷区

上瀬谷通信施設返還対策協議会」が設置され、 

平成 29 年 11 月には地権者で構成する、まちづ

くり協議会が設立されました。 

その後、令和元年 11月に、瀬谷区上瀬谷通信施

設返還対策協議会と旭区連合自治会町内会連絡協

議会より、 

まちづくりに対する要望書が横浜市へ提出され

ました。 

また、土地利用ゾーンについて、まちづくり協

議会と横浜市が合意しました。▲ 

12 

令和元年 12月には、横浜市が、まちづくりに対 13 



する要望や合意された土地利用ゾーンを踏まえた

「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（素案）」を

公表しました。 

この素案に対し、令和 2 年 1 月から 2 月にかけ

市民意見募集を行い、いただいた意見を踏まえ、3

月には「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」を

策定しました。 

その後、市施行による土地区画整理事業の事業

実施に向けて、関係者協議や都市計画に関わる手

続を進め、 

令和４年４月に旧上瀬谷通信施設地区土地区画

整理事業の施行区域を都市計画決定しました。 

その後、事業着手に向け、土地区画整理事業の

事業計画決定を 10月に行いました。▲ 

また、土地利用の内容として、郊外部の新たな

活性化拠点の形成に向け、農業振興地区、公園・

防災地区、観光・賑わい地区、物流地区を配置し

ています。▲ 

14 

まず、農業振興地区では、 

賑わい施設などと連携した農産物の収穫体験
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や、滞在しながら農の魅力を味わう農体験、ＩＣ

Ｔなどを活用した 

質の高い農産物の安定生産と直売所等による

「収益性の高い農業」の展開、大学と連携した農

業技術の研究など、 

他の地域へも波及する新たな都市農業モデルと

なる拠点を形成します。▲ 

次に、公園・防災地区では、 

国際園芸博覧会のレガシーを継承する公園や災害

時における広域的な防災拠点などを形成します。

▲ 

16 

次に、観光・賑わい地区では、テーマパークを

核とした複合的な集客施設が立地し、 

国内外から人を呼び込む観光と賑わいの拠点を形

成します。▲ 

17 

最後に、物流地区では、 

東名高速道路や保土ケ谷バイパスなどの広域的

な幹線道路との近接性をいかし、 

新技術を活用した効率的な国内物流を展開する

新たな拠点を形成します。▲ 

18 



次に、道路計画の概要について、ご説明します。

▲ 

19 

旧上瀬谷通信施設地区の環状 4 号線の現状で

す。 

今回変更対象の環状４号線は、旧上瀬谷通信施

設地区の西側に位置し、南北を連絡する 2 車線の

道路となっています。 

写真➀は、地区中心付近から北方向、写真②は、

南方向を撮影したものです。▲ 

20 

次に、事業区域に隣接する国道 16号線、通称八

王子街道の現状です。 

今回変更対象の国道 16号線は、旧上瀬谷通信施

設地区の北側に位置し、東西を連絡する 2 車線の

道路となっています。 

写真➀は、卸センター南側交差点付近から西側

方向、写真②は、上川井インターチェンジ付近の

歩道橋から西側に向け撮影したものです。▲ 

21 

道路整備の必要性についてですが、土地利用の

転換に伴い、周辺道路の自動車交通量が増加する

ことが想定されます。そのため、広域的な幹線道
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路からのアクセス性を強化するとともに、既存交

通の円滑性の確保が必要となります。そこで、道

路ネットワークを形成するために、事業の進捗に

合わせ、段階的に都市計画の手続を行います。 

今回は、土地区画整理事業区域内の環状４号線

の拡幅整備、区域内道路の整備および周辺道路の

国道 16 号線の拡幅整備に係る都市計画の手続を

進めます。▲ 

今回、都市計画手続を進める道路は、緑色でお

示しする、 

３・４・３号環状４号線の拡幅変更 

３・３・53号上川井瀬谷１号線の新規追加 

３・３・54号上川井瀬谷２号線の新規追加 

３・３・９号国道 16号線の拡幅変更 

です。▲ 

23 

こちらは、環状４号線の路線概要です。 

名称は、３・４・３号環状４号線で、 

金沢区六浦一丁目を起点とし、青葉区鉄町を終

点とする 

代表幅員 18 メートル、延長約 36,550 メートル

24 



の、都市計画道路です。 

右に示す市域図のうち、赤線で示しているのが

本路線です。 

旧上瀬谷通信施設地区内を南北にはしる路線と

なっています。▲ 

こちらは、国道 16号線の路線概要です。 

名称は、３・３・９号国道 16号線で、金沢区六浦

東一丁目（横須賀市界）を起点とし、瀬谷区五貫

目町（大和市界）を終点とする 

代表幅員 22 メートル、延長約 27,170 メートル

の、都市計画道路です。 

右に示す市域図のうち、赤線で示しているのが

本路線です。 

旧上瀬谷通信施設地区の北側を東西にはしる路

線となっています。▲ 

25 

対象道路の現況交通量は図に示すとおりとなっ

ています。 

今回、手続を進める国道 16号線の断面②の現況

交通量は、１日あたり約 22,400台となります。 

また、環状４号線の断面③の現況交通量は、１

26 



日あたり約 13,200台となります。▲ 

土地利用転換により、旧上瀬谷通信施設地区へ

アクセスする車両の主要経路を図にお示ししま

す。 

大部分は、主に北側からのアクセスで、横浜町

田インターチェンジや保土ケ谷バイパス上川井イ

ンターチェンジからを想定しています。▲ 

27 

将来交通量は図に示す通り推計されます。 

国道 16号線の断面②の将来交通量は、27,500台

となるため、道路基準に従い、２車線から４車線

に拡幅します。 

環状４号線の断面③の将来交通量は、18,400台

となるため、道路基準に従い、２車線から４車線

に拡幅します。 

また、土地利用転換に伴う交通需要に対応する

ため、地区内に上川井瀬谷１号線および上川井瀬

谷２号線を新規に追加する計画となっています。

▲ 

28 

それでは、環状４号線について、ご説明します。 

環状４号線については、図に示す、土地区画整

29 



理事業区域内の区間を拡幅する予定です。▲ 

環状４号線は、延長約 1,440mの区間において、 

現状で２車線、道路幅員約 18m を、将来の計画

では、４車線、道路幅員約 31m に拡幅整備する計

画です。▲ 

30 

次に、上川井瀬谷１号線についてご説明します。

▲ 

31 

上川井瀬谷１号線については、新規追加路線と

して、 

延長約 2,600m、道路幅員 26mの２車線道路とし

て整備し、 

両側に歩道を設けます。▲ 

32 

次に、上川井瀬谷２号線についてご説明します。

▲ 

33 

上川井瀬谷２号線についても、新規追加路線と

して、 

延長約 1,160m、道路幅員 26mの２車線道路とし

て整備し、 

両側に歩道を設けます。▲ 

34 

最後に、国道 16号線についてご説明します。▲ 35 



国道 16 号線については、延長約 1,900m の区間

において現況 2 車線道路を 4 車線化し、道路幅員

22mに拡幅整備する計画です。 

また、今回都市計画変更を行う延長約 640mの区

間については、現在、都市計画幅が、4車線化に必

要な幅員に満たない、幅 18ｍのため、幅 22mに拡

幅します。▲ 

36 

次に、都市計画市素案の概要について、ご説明

します。▲ 

37 

こちらが都市計画市素案となります。 

旧上瀬谷通信施設地区における土地利用転換に伴

う交通需要に対応するため、 

地区内の３・４・３号環状４号線の区域を変更す

るとともに、 

３・３・53号上川井瀬谷１号線及び３・３・54号

上川井瀬谷２号線を追加します。 

また、地区北側に位置する３・３・９号国道 16号

線も合わせて区域を変更するとともに、 

当該区間を含む延長約 2,390m の区間を車線の数

を４車線と定めます。▲ 
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最後に、今後の都市計画手続について、ご説明

します。▲ 

39 

手続の流れにつきましては、 

本動画が、赤枠で示す市素案説明会です。 

市素案については、質問の受付期間を設けてい

ます。 

続いて、12月５日から 12月 19 日までの２週間

で、都市計画市素案の縦覧及び公述申出の受付を

行います。この期間中に公述申出があった場合は、

令和５年１月 11日に公聴会を開催します。 

その後、都市計画について案を作成し、都市計

画法第 17条に基づく縦覧を２週間行います。 

ここで提出された意見書については、その意見

の要旨を、都市計画審議会に参考資料として提出

することになります。 

その後、学識経験者、市会議員及び市民で構成

された都市計画審議会の議を経て、都市計画変更

の告示となります。▲ 

40 

次に、都市計画市素案に対する質問書の受付に

ついて、ご説明します。 
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今回ご説明した市素案についての質問書を、ど

なたでもご提出いただけます。 

受付期間は２度設けており、 

第一次が、11 月 18 日から 11 月 25 日まで、ご

質問に対する回答を 12 月２日に公表する予定で

す。 

第二次が、11月 26日から 12月６日まで、ご質

問に対する回答を 12月 13日に公表する予定です。 

回答は横浜市ホームページで公表します。 

なお、提出方法につきましては、期間内に横浜

市ホームページから電子申請により提出してくだ

さい。 

または、期間内に必着で、横浜市建築局都市計

画課へ郵送もしくは持参してください。▲ 

次に、都市計画市素案の縦覧について説明いた

します。 

市素案の縦覧ですが、 

12月５日から 12月 19日までの２週間、土・日・

祝日を除く、午前８時 45 分から午後５時 15 分の

間に、建築局都市計画課において、縦覧を行いま

42 



す。 

また、期間中、瀬谷区役所区政推進課及び旭区

役所区政推進課で、都市計画市素案の写しをご覧

になれるとともに、横浜市ホームページで都市計

画市素案の概要をご覧になれます。▲ 

次に、公述の申出について説明します。 

都市計画市素案に対してご意見のある方は、公聴

会での公述を申し出ることができます。 

この公述の申し出は、関係住民及び利害関係人で

あれば、どなたでもできます。 

公述申出期間は、縦覧期間と同じ、12月５日から

12月 19日までの２週間です。 

公述申出方法は、横浜市ホームページからの電

子申請によるご提出か、書面により、建築局都市

計画課宛に、郵送又は持参してください。 

いずれの方法による場合も、12 月 19 日午後５時

15分必着、または申請手続を完了する必要があり

ます。▲ 
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次に、公聴会について、ご説明します。 

公聴会は、都市計画市素案に対する皆様のご意
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見をお聞きし、都市計画案作成の際の参考とする

ために開催するもので、縦覧期間中に公述の申出

があった場合、令和５年１月 11 日の午前９時か

ら、横浜市ホームページ上で、書面による意見の

公開を行います。 

公述申出者が 10名を超える場合は、公述人を決

めるための抽選を行います。 

抽選となった場合は、後日、都市計画課から公

述申出者に、直接ご連絡します。 

公述の申出がない場合は、公聴会を開催しませ

んので、公聴会の開催の有無につきましては、12

月 23日以降に、横浜市ホームページでご確認いた

だくか、お手数ですが、建築局都市計画課までお

電話でご確認ください。 

公聴会でいただいたご意見に対しては、市の考

え方を取りまとめ、公述人に通知するほか、都市

計画課窓口及び横浜市ホームページで公表しま

す。▲ 

お問合せ先について、土地区画整理事業施行区

域内道路に関する事項は、 
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都市整備局上瀬谷整備推進課、 

八王子街道に関する事項は、 

都市整備局上瀬谷交通整備課 

都市計画手続に関する事項は、 

建築局都市計画課 

となります。 

以上で説明を終わります。ご視聴ありがとうご

ざいました。▲ 

 


