
 
1 

 

 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業に係る都市計画道路３・４・３号環状４号線、３・３・９号国道 16号線（八王子街道）他２路線の都市計画変更に関する都市計画市素案説明会 

（第２次受付）質問の要旨及び市からの回答 ※いただいた質問の要旨については、原則原文のまま掲載しておりますが、個人情報、判読のできない文字については、一部削除や表現を編集している場合があります。 

 質問の要旨 市からの回答 

１ 上川井インターの国道 16号横浜方面道路計画については、何も記されていないのですが、拡

張計画や歩道整備などについてご質問します。 

（上川井インターは、国道で国土交通省関東地方整備局の管轄と聞いておりますが、今回の計

画で交通量の増加に伴う渋滞及び騒音、振動等を危惧しての質問です。） 

今回の計画では、上川井インターの目黒方面側の整備計画は有りますが、近隣住民として、現

状の車の混雑状況を見ると、今後、計画の道路が整備されたとしても交通量が多くなり著しい渋

滞等が発生するものと推定され、近隣の市道（生活道路）側においても渋滞が予想されます。 

別紙に現状の状況を説明しました。 

① 今後上川井インター付近の国道、近隣の市道について、どのような渋滞予測をされていま

すか。 

②亀甲山交差点の拡張及び信号機の整備等の計画は有りますか。 

③現状上川井インターを保土ケ谷バイパス方面下川井インターに大型トレーラー車が通る場

合、家が地震のような振動が有ります。（交通量も非常に多く深夜もトレーラーは走り困ってい

ます）自動車による騒音、排気ガス、振動について対策はどうでしょうか。 

④上川井インターの横浜方面 16号線の歩道等の整備計画は有りますか。 

⑤国道の道路の補修及び拡張計画が何も示されていませんが計画はないのですか。 

以上ご質問です。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020年３月策定）」では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾー

ン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンが連携することにより、郊外部の新たな活性化拠点の形成を目指しています。 

この基本計画に基づく将来土地利用に伴う開発交通が定常となる 2046 年において、周辺道路の拡幅整備や、地区内道路等が整備され

た前提のもと、将来交通量を算定しています。 

この将来交通量に対応するため、土地区画整理事業の中で環状４号線の拡幅整備や幅員 26ｍの幹線街路（上川井瀬谷１号線および上

川井瀬谷２号線等）、幅員 12～18ｍの道路等を整備します。また、周辺では三ツ境下草柳線、瀬谷地内線の整備や国道 16号線（八王子

街道）の拡幅整備を進めるとともに、新たな交通や新たなインターチェンジの検討も進めています。これらを一体的に整備することに

より、交通の分散・混雑の緩和を図り、交通渋滞等による周辺地域への影響を低減させていきます。 

引き続き、周辺地域への影響を低減させるよう、交通解析をしっかりと行いながら取り組んでいきます。 

 

２ 今回の３・３・９号国道 16 号線（八王子街道）の整備計画は、東名高速道路を跨ぐ瀬谷橋から上川井インターまでの区間について、

４車線化を図ることとしており、上川井インターから亀甲山交差点までは４車線から２車線へとすりつける区間（影響範囲）と計画し

ています。そのため、亀甲山交差点の形状及び信号機については、現状と概ね同じ形となります。 

 

３ いただいたご意見を踏まえ、騒音・振動等の対策については、国土交通省と協議していきます。 

 

４ 今回の３・３・９号国道 16 号線（八王子街道）の整備計画は、本市が旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業に関連して、国道の管

轄区間である上川井インターから亀甲山交差点までの区間（影響範囲）も整備する計画としており、歩道も合わせて整備します。なお、

亀甲山交差点以東の歩道整備については、国土交通省より未定と聞いています。 

 

５ 亀甲山交差点以東の国土交通省管理区間については、３・３・９号国道 16 号線の都市計画（代表幅員 22ｍ）が有りますが、整備時

期及び内容については国土交通省より未定と聞いています。 
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２ 新規追加の道路で旧通信基地内を左右に横断する瀬谷２号線はなぜ海軍道路側近くでカーブ

しているのでしょうか。 

真っ直ぐ現在の門のあるところと繋ぐや、既に信号のある上瀬谷小学校入り口の交差点と繋

ぐことは出来ないのでしょうか。 

理由を知りたいと思います。 

よろしくお願いします。 

上川井瀬谷２号線については、観光・賑わい地区の土地利用検討を踏まえ、道路の線形を決めています。 

３ この区画整理事業は、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」の意見も多く

反映された形の「旧上瀬谷通信施設土地利用計画」に基づく事業のようですので、同協議会と横

浜市との交渉がどのような内容であったか興味がありますが、以前のどなたかの質問で「横浜市

の保有する情報の公開に関する条例」に基づき、公開しておりませんとの回答でした。同条例の

7条第２項に開示を拒否できるケースが列挙されておりますが、どのケースに該当するのでしょ

うか。 

地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」と本市との記録については、まちづくり協議会と検討パートナー企業との土

地利用に関する調整内容が含まれるため、横浜市の保有する情報の公開に関する条例「第７条第２項第３号ア、イ及び第６号」に基づき、

非開示としています。 

 

【参考：横浜市の保有する情報の公開に関する条例 第７条第２項第３号ア、イ及び第６号】 

(行政文書の開示義務) 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれか

が記録されている場合は、当該行政文書を開示しないことができる。 

(３) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は

事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公に

することが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしない

こととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

(６) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公に

することにより、（略）その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの（略） 

４ 「不発弾」「砲弾」が遺跡調査の試掘で出たそうですね。一つ一つ、回答下さい。 

１ 事実ですか？ 

２ いつ、発見されましたか？ 

３ 場所はどこですか。緯度経度を教えてください。 

４ それの正体はなにですか？ 

５ どのくらいの深さから出ましたか？ 

６ 何発出ましたか？ 

７ 処理はどうなりましたか？ 

８ 公表していますか？ 

９ 12/4 現在報道は見ていません。市が公表していないとすればその理由はなぜですか？ 

10 旧軍の弾薬庫火薬庫跡地を、不発弾が埋まっていないか調査しますか？ 

 

１ 埋蔵文化財の試掘調査を実施していたところ、砲弾と思われるものを発見しました。 

２ 令和４年 10月 18日です。 

３ 緯度・経度は不明ですが、場所は旧上瀬谷通信施設の南東側の国有地です。 

４ 陸上自衛隊が確認したところ、旧日本海軍が使用していた砲弾と推察されています。 

５ 地表から約 135cmの深さで発見されました。 

６ １発です。 

７～９  

陸上自衛隊が現地で砲弾を確認した結果、爆発の危険性がないものであり、即日回収できるものであったことから、周辺への影響は

ないと考え、所管課が「横浜市防災計画（都市災害対策編）」に基づき、適切に対応しました。 

10 これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

５ 上川井瀬谷 1号線の南端付近では、鉛の土壌汚染が確認されていますね。 

土壌汚染に対する対策は行われましたか。 

まだ行われていないとすれば、いつ、どのような方策で行いますか。 

「適切に行います」という決まり文句ではなく、具体策を回答してください。 

 

 

 

上川井瀬谷１号線の周辺では、複数個所で鉛（土壌溶出量）と鉛（土壌含有量）の基準超過が確認されています。 

深い位置で土壌汚染が確認された１か所については、今後、具体的な造成計画を進める中で、適切に対応していきますが、それ以外で

土壌汚染が確認された箇所については、来年度以降に全て掘削除去を行っていく予定です。 
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６ 資料 p26 の「将来交通量」は、2046 年のものと聴きました。このことに関して質問します。 

まとめてではなく、一つ一つ回答下さい。 

１ 事実ですか？ 

２ なぜ 2046年の交通量予測なのですか？ 

３ １日 10万人を上限とする 2027年花博開催時の交通量予測は行いましたか？ 

４ 行なっていない場合、試算する予定はありますか？ 

５ 試算は公表しますか？ 

 

６ 2046 年には賑わいゾーンにおいてテーマパーク建設も終了していると思われます。年間

1500 万人来場予定のテーマパークが出来ていることを想定しての、将来交通量予測ですか？ 

７ この将来交通量試算の根拠をこの回答にてお示し下さい(続きはこの HPを見てくださいは、

無しです) 

 

 

１ 事実です。 

２ 将来交通量は、旧上瀬谷通信施設地区のまちづくり全体ができ上がった将来の定常的な交通量を予測しており、年次は 2046年として

います。 

３、４、５  

２０２７年国際園芸博覧会時の交通量予測については、一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会で検討中です。 

検討内容は、まとまった段階でお示ししていくと聞いています。 

６ 「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020年３月策定）」のもと、将来の土地利用を想定し、将来交通量を予測しています。 

 

７ 「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾー

ン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンが連携することにより、郊外部の新たな活性化拠点の形成を目指しています。 

この基本計画に基づく将来土地利用に伴う開発交通が定常となる 2046 年において、周辺道路の拡幅整備や、地区内道路等が整備され

た前提のもと、将来交通量を算定しています。 

７ 資料 p25～26、交通量調査では、下川井 ICからの交通量調査がなされていません。 

１ なぜ、調査していないのですか？ 

２ 渋滞が予測されます。交通量調査を行う予定はありますか？ 

１、２ 

 本市で過去に実施した交通量調査および全国道路・街路交通情勢調査一般交通量のデータ（国土交通省）があります。 

引き続き、周辺地域への影響を低減させるよう、交通解析をしっかりと行いながら取り組んでいきます。 

８ 説明会の資料は web上のみ。説明会の動画も web上のみ。 

説明会は、たった４回、しかも、資料は参加者に渡さず、スライドの投影とたった一回の読み

上げだけでした。 

このことに関して質問いたします。 

一つ一つに回答してください(まとめ回答はなさらないで下さい) 

１ 資料を瀬谷区旭区区民全世帯に配布する予定はありますか？ 

２ 瀬谷区旭区区民全世帯に資料を配布して、改めて説明会を行ってください。やりますか？ 

３ 説明会参加者は、４回合計何名ですか？ 

４ 説明会動画の再生回数は何回でしたか？ 

１ 11 月 18 日から 12 月 19 日までの間、市のホームページで動画配信による説明会を行っており、現地にて行った説明会と同じ資料を

見ることができますので、改めて資料を瀬谷区及び旭区の全世帯に配布する予定はありません。 

ホームページを御覧いただけない方につきましては、個別に対応いたしますので、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

お問合せ先（土・日・祝日を除く午前８時 45分～午後５時 15分） 

土地区画整理事業施行区域内の道路に関すること 都市整備局上瀬谷整備推進課 TEL 045-671-2061 

３・３・９号国道 16号線（八王子街道）に関すること 都市整備局上瀬谷交通整備課 TEL 045-671-4607 

都市計画手続に関すること 建築局都市計画課            TEL 045-671-2657 

 

２ 改めて説明会を行う予定はありませんが、お問い合わせいただければ個別にご説明いたします。 

11 月 18 日から 12 月 19 日までの間、市のホームページで動画配信による説明会を行っており、現地にて行った説明会と同じ資料を

見ることができますので、そちらを御覧ください。 

今後も工事を進めていく段階において、説明会等を実施し、周辺住民の方々へ丁寧に説明しながら事業を進めていきます。 

３ 横浜市市素案説明会の参加者の人数ですが、合計で 76人です。 

４ 当回答公表時点で 426回です。 

９ 予定地から「不発弾」「砲弾」が出土した事を、市長に報告していますか？ 

報告したとすれば、それはいつ、誰が行いましたか？ 

陸上自衛隊が現地で砲弾を確認した結果、爆発の危険性がないものであり、即日回収できるものであったことから、周辺への影響はな

いと考え、所管課が「横浜市防災計画（都市災害対策編）」に基づき、適切に対応しました。 

10 ４回にわたる説明会の議事録、記録はいつ公開されますか？ 現地における説明会の議事要旨については、本回答と合わせて、市ホームページで公表しました。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/jokyo/sonota/kamiseya/tetuduki.html 

11 「不発弾」「砲弾」が出土した事が、12/4現在市から公表されていません。 

このことに関して質問します。 

ひとつひとつに回答をお願いします。まとめての回答はやめて下さい。 

１ 市長が、不公表を決めたのですか？ 

２ 市長ではないとしたら、不公表を決めた部署、担当者責任者氏名をお教えください。 

１～４ 

陸上自衛隊が現地で砲弾を確認した結果、爆発の危険性がないものであり、即日回収できるものであったことから、周辺への影響はな

いと考え、所管課が「横浜市防災計画（都市災害対策編）」に基づき、適切に対応しました。 
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３ 市長は、不発弾の発見を知っていますか？ 

４ 市長は、不発弾の発見の不公表を知っていますか？ 

12 この計画はまだ「素案」ですよね。 

素案でしたら、説明会ででた「海軍道路桜並木をぜんぶ伐採せず歩道にする」提案を「検討」

していただけませんか？ 

市民からの提案を、検討もせずに退けるとしたら、 

この説明会の意味がありませんし、「素案」ではなく決定計画ですね。 

「素案」なのですから、「検討」して下さい。 

その上で退けるというなら、 

いつ、どこの会議で市民からの提案を検討し、退けることになったのか、経緯をここで回答し

て下さい。 

ソメイヨシノは日本を代表する桜であり、国内に多くの名所もあり、多くの国民に愛されている桜だと思います。上瀬谷の海軍道路の

桜も、横浜市のなかで、すばらしい桜並木の名所のひとつとなっています。  

しかし、ソメイヨシノは病気等に弱く、街路樹としては、成長すると根上がりや倒木など、安全面や防災面での懸念もあります。  

海軍道路（環状４号線）の桜並木については、毎年の樹木医診断の結果を踏まえ、直近10 年で毎年約20 本程度を撤去せざるを得ない

など、年々老木化が進んでいる状況にあります。 

このため、国際園芸博覧会や旧上瀬谷通信施設地区の新たなまちづくりをきっかけとして、自然との調和を次の世代につなげていくと

いう考え方から、この機会に桜をしっかりと再生していく必要があると考えています。 

令和４年10月には、これまで検討を進めてきた、「海軍道路の桜並木に関する懇談会」の検討結果や「（仮称）旧上瀬谷通信施設公園

基本計画（案）」、「市民意見募集の結果」等も踏まえて、「新たな桜の名所づくりに向けた基本計画（以下、「基本計画」とい

う。）」を策定しました。基本計画の「取組①桜の再生と新たな名所づくり」では、海軍道路（環状４号線）の桜並木の再生は、土地区

画整理事業区域内（八王子街道～中瀬谷消防出張所）において、現況の道路幅員18mから31mに拡幅する計画であり、拡幅後の歩道部にお

いて桜並木を再生することとしております。 

なお、海軍道路（環状４号線）は市域の一体化を目的とした主要な幹線道路であり、緊急輸送路としての役割がある中で、土地区画整

理事業施行区域内の北側と南側の起終点が既成市街地との関係で固定されている状況を踏まえ、両地点の車道を直線で結ぶ計画で拡幅を

行うこととしています。 

新たな桜の名所となるよう、引き続き、基本計画に基づいて着実に事業を進めていきます。 

13 11/25 の素案説明会に参加しましたが、質問者の方から「砲弾(不発弾)について調査してくだ

さい」と発言がありましたが、上瀬谷整備推進課長からは「調査します」とは頑なに言わず「し

っかり進める」などと曖昧な回答しかありませんでした。 

このまま砲弾について調査もせず、市民に対して広く公表をせずに工事を進めるつもりでし

ょうか。瀬谷区・旭区の住民を何だと思っているのでしょうか。とても腹が立ちます。 

陸上自衛隊が現地で砲弾を確認した結果、爆発の危険性がないものであり、即日回収できるものであったことから、周辺への影響はな

いと考え、所管課が「横浜市防災計画（都市災害対策編）」に基づき、適切に対応しました。 

これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

14 説明会に参加しましたが、渋滞予測の根拠がいずれも不明瞭でした。何を根拠に予測している

のか説明がありませんでした。 

周辺に住む者としては瀬谷区、旭区の周辺道路は細い道が多く、現在でも渋滞に悩まされてい

ます。花博が始まる頃にはどこにも出かけられなくなるのではと不安です。 

海軍道路の桜並木が伐採されてしまうことも反対です。木を切らずに道路を拡張する方法は

考えていないのでしょうか。 

「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾー

ン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンが連携することにより、郊外部の新たな活性化拠点の形成を目指しています。 

この基本計画に基づく将来土地利用に伴う開発交通が定常となる 2046年において、周辺道路の拡幅整備や、地区内道路等が整備された

前提のもと、将来交通量を算定しています。 

 ２０２７年国際園芸博覧会の来場者輸送については、円滑な輸送の実現に向け、瀬谷駅、十日市場駅など４つの駅や、東名高速道路、

保土ケ谷バイパスとも近接しているという立地特性を活かした輸送アクセスの検討が進められており、一般社団法人２０２７年国際園芸

博覧会協会や横浜市、交通事業者などの関係者による協議・調整が行われています。今後、計画がまとまった段階でお示しする予定と聞

いています。 

海軍道路（環状４号線）の桜並木については、毎年の樹木医診断の結果を踏まえ、直近10年で毎年約20本程度を撤去せざるを得ないな

ど、年々老木化が進んでいる状況にあります。 

このため、国際園芸博覧会や旧上瀬谷通信施設地区の新たなまちづくりをきっかけとして、自然との調和を次の世代につなげていくと

いう考え方から、この機会に桜をしっかりと再生していく必要があると考えています。 

なお、海軍道路（環状４号線）は市域の一体化を目的とした主要な幹線道路であり、緊急輸送路としての役割がある中で、土地区画整

理事業施行区域内の北側と南側の起終点が既成市街地との関係で固定されている状況を踏まえ、両地点の車道を直線で結ぶ計画としてい

ます。 

 

15 瀬谷駅から花博会場までの新交通は 2021年に株式会社横浜シーサイドラインが「横浜市の説

明が不透明かつ採算が取れないと考えられる」として却下したはずですが、それから 1 年も経

相模鉄道本線瀬谷駅と旧上瀬谷通信施設を結ぶ新たな交通の導入については、国土交通省の交通政策審議会答申「東京圏における今後

の都市鉄道のあり方について」（平成 28 年４月）及び令和２年３月に本市が策定した「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」に基づき、
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たないうちに新交通を引くことが決定になったのはなぜですか。 

まさか、そのために社長を交代させたのですか？とても怪しいです。 

現在検討を進めています。 

この新たな交通について、昨年度は新交通システムの導入に向け、運行実績を有する株式会社横浜シーサイドラインと調整を進めまし

たが、同社から事業参画しないとの回答を得たため、国際園芸博覧会での新交通システムの活用は困難であると判断しました。 

その後も新たな交通は、将来の土地利用に見合う十分な輸送力を確保する必要があると考えており、整備コストの抑制や新たな技術の

活用など幅広く検討を行っているところです。 

16 あじさいプラザで 11/25 に行われた説明会で、市の職員の１名がスライド説明の間ずっと居

眠りをしていて不快でした。(当日も、市民の方が「居眠りしている人が目障りなので退場させ

ろ」と発言されていました。) 

司会者の方と説明者の方以外も、最初に立ち上がってマイクを使って全員が順に名前を言う

など、緊張感をもって対応してください。 

 手元の資料を確認していたところ、居眠りしているように見えたようです。 

職員一同、今後とも緊張感をもって対応していきます。 

説明会の運営に関する内容については、ご意見として承ります。 

17 不発弾が２ｍ×３ｍの範囲で１つ見つかったとのことですが、今後も掘削すればするほど不

発弾が大量に見つかると考えられます。工事のための掘削を進めながら、不発弾が見つかるたび

に自衛隊に調査を依頼するのでしょうか。まずは不発弾を全て除去してから、安全が確認された

あとに工事をすすめるべきと考えます。 

これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

18 あじさいプラザで 11/25に行われた説明会で、質問者の女性が質問した際に、上瀬谷整備推進

課長がマイクで声を荒げ、まくし立てるように回答していました。耳が痛くなるほどの大きな声

でとても不快な気分になりました。質問者のかたも「そんな威圧的に言わないでください」と言

っていました。 

市の職員、しかも課長という立場の人がこのような態度をとることが信じられません。課長に

対して何らかの指導や処分をすべき案件だと思います。 

職員一同、緊張感をもって対応しているため、多少声が大きくなる場面があったかもしれませんが、ご指摘いただいたような意図はご

ざいません。 

19 １ 海軍道路の桜並木のこと 

横浜市主要地方道１８号（環状４号）のうち瀬谷中学校前交差点から八王子街道までの区間

は、市の道路愛称事業により海軍道路と呼ばれている。 

この名称は諸説はあるが上瀬谷地区が過去 旧日本軍の横須賀海軍軍需部の瀬谷火薬庫と第

２海軍航空廠の瀬谷補給工場があった頃の相鉄線瀬谷駅からの引き込み線の跡地を道路とした

ことが所以と思われる。 

第二次世界大戦後に米軍に接収された後、道路側道に昭和 ５１年頃から平和を祈念して桜

（ソメイヨシノ）が植栽され、現在も約２８０本余が咲き誇り桜アーチとして区民に親しまれ名

所となっている。 

ソメイヨシノは寿命が比較的短い難点があり、おおよそ５０年を経ていることから漸次、伐採

されてきていると承知している。 

質問ー１ 素案説明会スライド２８の海軍道路の拡幅の図面では植栽帯が設けられている。 

     そこに現在の桜並木の移植ができるのではないか？ 

質問ー２ 市長の４月の説明では伐採ありきであるが、樹木医による診断、樹勢回復、植栽帯

への移植に向けた根張の状況確認等の努力を行なわないのか？ 

質問ー３ 一部伐採もあり得るが、平和を祈念した桜アーチの趣意を継承し、伐採した桜木に

代る新しい木を植栽すれば良いのではないか？ 

 

 

２ 開発地の砲弾のこと 

演者の上瀬谷整備推進課長より１０月１８日に砲弾が出土したこと、警察、自衛隊で対応した

１ ソメイヨシノは日本を代表する桜であり、国内に多くの名所もあり、多くの国民に愛されている桜だと思います。上瀬谷の海軍道路

の桜も、横浜市のなかで、すばらしい桜並木の名所のひとつとなっています。  

しかし、ソメイヨシノは病気等に弱く、街路樹としては、成長すると根上がりや倒木など、安全面や防災面での懸念もあります。  

海軍道路（環状４号線）の桜並木については、毎年の樹木医診断の結果を踏まえ、直近10年で毎年約20本程度を撤去せざるを得ない

など、年々老木化が進んでいる状況にあります。 

このため、国際園芸博覧会や旧上瀬谷通信施設地区の新たなまちづくりをきっかけとして、自然との調和を次の世代につなげていく

という考え方から、この機会に桜をしっかりと再生していく必要があると考えています。 

令和４年10月には、これまで検討を進めてきた、「海軍道路の桜並木に関する懇談会」の検討結果や「（仮称）旧上瀬谷通信施設公

園基本計画（案）」、「市民意見募集の結果」等も踏まえて、「新たな桜の名所づくりに向けた基本計画（以下、「基本計画」とい

う。）」を策定しました。 

このなかで、「取組①桜の再生と新たな名所づくり」では、海軍道路（環状４号線）の桜並木の再生は、土地区画整理事業区域内

（八王子街道付近～中瀬谷消防出張所）において、現況の道路幅員18mから31mに拡幅する計画であり、拡幅後の歩道部において桜並木

を街路樹に適した桜に植替え、再生することとしております。 

また、「取組②桜の記憶継承」の「既存樹木の移植」について、健全度が高い樹木を対象として、樹木医等の専門家の意見を聞きな

がら、移植の可能性について、検討を行う予定です。 

なお、海軍道路の桜は、樹木医による診断のほかに定期的な剪定や日常的なパトロールでの点検などの維持管理を行っています。 

  新たな桜の名所となるよう、引き続き、基本計画に基づいて着実に事業を進めていきます。 

 

 

２ これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 
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旨の説明があった。 

この砲弾が第二次世界大戦中の連合軍が投下した砲弾の不発弾なのか旧日本軍の横須賀海軍

軍需部の瀬谷火薬庫と第２海軍航空廠の瀬谷補給工場の未処理弾なのかは不詳であるが、これ

一発なのか複数が埋まっているのかが問題である。 

今回は、遺跡発掘中での発見で非常に狭い範囲、地中の深さも５０センチ程度と浅い。 

一方、平成２５年には神奈川区の旧日産グラウンド（駐留米軍基地跡）でマンション建設中に

２５本が発見されている。 

そうするとまだまだ砲弾が地中深く存在している可能性もおおいに考えられる。  

質問ー４ 金属探知機で地中の砲弾の調査を行なわないのか？ 

      

３ 開発地の土壌調査のこと 

環境省の調査によると終戦時に旧軍毒ガス弾等を保有していたと記録されている。 

・神奈川県瀬谷の第２海軍航空廠には６番１号爆弾が８，８５２発存在していた。 

・６０ｋｇマスタードガス爆弾のうち、瀬谷には８，８５２発存在していた。 

・終戦時､海軍航空瀬谷工場には、イペリット１５０．５ｔ存在していた。 

・中口径砲弾用型薬缶（クシャミ又は催涙ガス）約３０，０００個、催涙ガス５２ｔであった。 

米政府の回答では『あまりに古い話で記録が発見できなかった』。専門家の話からは、「当時の

海軍瀬谷補給工場にあった８，８５２本の毒ガス弾はその後、海洋投棄されたと推測できる｣と 

答弁している。 

記録はなく推測でもあり、その信憑性が疑われる。  

質問ー５ イペリット爆弾の成分の流出があった場合、塩化硫黄系化合物の成分が地中、地下

水を汚染する。 

     中口径砲弾用型薬缶（クシャミ又は催涙ガス）、催涙ガス５２ｔの場合は、くしゃ

み剤ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシンの有機ヒ素化合物が

含まれ得る。茨城県神栖市の旧日本軍の毒ガスであった有機ヒ素化合物（ジフェニ

ルアルシン酸）による井戸水汚染で現に健康被害が発生していることもあり看過

できない。 

     ボーリング調査等で化学物質の存在、濃度の調査を行わないのか？ 

 

４ 説明会の運営のこと 

質問ー６ 政策として市民に懇切丁寧に説して、その内容を包み隠さず、明らかなさまに行う

のが本旨ではないか？ 

「丁寧に説明を積み重ねてまいります」とかを繰り返し応答するのは技術的な視点に基づき 

説明をしているとは到底思えない。単なる報告会ではなく多くの質問があると想定できる。 

演者の上瀬谷整備推進課長の職務区分は技術職であリ、市民としては、データに基づく技術的

見解を知りたいものである。 

また、説明会中に居眠りしている不届きな職員もおり、運営、管理する体制を改善するべきで

はないか？ 

今回の素案説明会の題目は道路に関することであるが、行政組織からみても都市整備局上瀬

谷整備・国際園芸博覧会推進室の配下であり、上瀬谷整備と園芸博覧会は一体であり、それを加

味した説明会とするべきであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土壌調査については、当地区の全域を対象に土壌汚染対策法ガイドラインに基づき、調査を実施しています。 

  その結果、国有地 66区画、民有地 22区画の基準値超過を確認しています。このうち、民有地の２区画については、除去済みです。 

  深い位置で土壌汚染が確認された１か所については、今後、具体的な造成計画を進める中で、適切に対応していきますが、それ以外

で土壌汚染が確認された箇所については、全て掘削除去を行っていく予定です。 

なお、毒ガス弾については、環境省において平成 17年に開催された「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」において、

上瀬谷は「現時点では対応を行うべき必要性は認められない」とされています。そのため、何らかの新たな情報が判明しない限りは、

特段の対応は不要と言われています。その後においても、環境省に対して定期的に新たな情報を確認していますが、特に変更はないと

の回答をいただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ いただいた内容については、ご意見として承ります。 

今後も工事を進めていく段階において、説明会等を実施し、周辺住民の方々へ丁寧に説明しながら事業を進めていきます。 
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１ 前提となる質問 

１ 旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会の定款·メンバーはどこで参照できるか？ 

 

 

２ 旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画の検討経緯（議事録等）はどこで参照できるか？ 

 

 

３ 地権者は営農を目的として土地取得したと考えるが、その経緯を参照できるか？ 

 

 

４ 地権者だけで国有地を含む基本計画を作成するのは公正か？ 

その他の瀬谷・旭区民に止まらず、市民に広く意見を求めるべきではないか？ 

 

 

 

 

 

 

５ 公益性の高い次世代のための施設・機能を設置する案はなかったか？ 

 

 

６ 都市計画案はどこで参照できるか？ 

都市計画案に先行して都市計画道路案の提示は順序がおかしくはないか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 都市計画道路案の説明を広報よこはま（旭・瀬谷）に限定するのはなぜか？ 

全市民に等しく広報しない理由はなぜか？ 

インターネットでの広報は公正か？市が全所帯に端末配布している訳では無いが。 

 

 

 

８ テーマパークのテーマは何、取り敢えずテーマパークなのか？ 

テーマパークの成功例は少ないようだが、成功するかのように誘導するのはなぜか？ 

テーマパークの実施計画が定まらないのに環境整備に投資して辻褄が合うのか？ 

 

１ 「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」は、法人格のない地権者で構成される任意団体のため、定款はございません。 

また、メンバーについても公表されておりません。 

 

２ 「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」と横浜市との土地利用計画の検討に関する議事録については、「横浜市の保有する情報の公開

に関する条例」に基づき、公開しておりません。 

 

３ 「横浜市と米軍基地」（令和２年度以前のもの）に本地区の経緯が記載されています。過去の「横浜市と米軍基地」については、市民

情報センター等でご確認いただけます。 

 

４ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

今後も工事を進めていく段階において、説明会等を実施し、周辺住民の方々へ丁寧に説明しながら事業を進めていきます。 

 

５ 旧上瀬谷通信施設地区土地利用計画では、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、農業振興ゾーン、公園・防災ゾーンを配置することと

し、現在、この計画に基づき、まちづくりを進めています。 

 

６ 都市計画市素案については、横浜市建築局都市計画課で縦覧を、瀬谷区区政推進課及び旭区区政推進課で閲覧を行っております。 

  期間及び場所・時間については、以下の通りです。 

  期   間：令和４年 12月５日（月）から令和４年 12月 19日（月）まで（土・日は除く） 

  場所・時間：横浜市建築局都市計画課（縦覧）（受付時間午前８時 45分から午後５時 15分まで） 

瀬谷区区政推進課及び旭区区政推進課（閲覧）（受付時間午前８時 45分から午後５時まで） 

なお、同一期間中に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。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/setumei/kamiseyadouro_4rosen.html 

また、当地区に関する都市計画は段階的に進めており、旧上瀬谷通信施設地区は、市施行による土地区画整理事業を進めていくため、

令和４年４月 15日に施行区域を都市計画決定しました。  

今回、本地区の道路計画に係る都市計画市素案を作成しましたので、説明会を開催しております。 

 

７ 12月５日版の横浜市報に今回の都市計画市素案の都市計画の種類及び名称、都市計画を定める土地の区域、公聴会の日時及び場所、

縦覧期間、縦覧場所及び公述申出書提出先、都市計画図書写しの閲覧期間、及び都市計画図書写しの閲覧場所について掲載し、全市民

に等しく広報しております。 

  また、これに加え、広報よこはま 11 月号（旭、瀬谷）への掲載と、周辺住民の方々へのポスティング（約 8,500 世帯）、併せて市ホ

ームページ掲載等により広報を行っております。 

 

８ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 
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９ 過去例を振り返って 

I R 事業はテーマパークそのもの、検討ではカジノ面積 3％以下を強調したが、カジノを除

く残りの 97％で採算は取れなかったか？ 

期待の増収効果 820～1,200 億円、試算では 309億円～615億円との報告が出ている。 

 

10 開国博 Y150は有料入場予定者 500万人、実入場者数 124万人とか、どう考えるか？ 

 

 

 

11 関係する資料類のハードコピーを市役所市情報センターで参照できるか？ 

一目でボリュウムが分かることは重要、インターネットは時間かけても全体像把握困難。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

観光・賑わいゾーンの土地利用については、地元協議会から「テーマパークを核とした複合的な集客施設」について、十分な事業実

現性があることを確認したとの報告が令和４年５月にありました。 

本市としても、観光・賑わいゾーンの事業実現性についてサウンディング調査を８月に実施した結果、複数の企業から様々な提案を

いただき、高い関心が示され、観光・賑わいゾーンを一体的に活用することでポテンシャルが高まるといったご意見を多くいただきま

した。 

そこで、今後、観光・賑わいゾーンの一体的な活用について、事業を適正に実施するため、横浜市が民間事業者から事業提案を募集

し、市長の附属機関である審査委員会によって事業予定者の候補者を選定していくこととしました。 

 

９ 日本型ＩＲは、大型ＭＩＣＥ施設の設置が義務付けられており、民間事業者が単独で行うことは困難であるため、カジノの収益を活

用し、事業者の投資によってＩＲ区域全体を一体で整備・運営する仕組みとなっていました。 

 

 

 

10 横浜開港１５０周年記念事業については、平成 21 年 12 月に横浜市開港１５０周年・創造都市事業本部が公表した資料の中で、有料

入場者数 500万人を見込んだ入場者数が、124 万人に止まった理由を特定することは困難としていますが、会場計画の変更や会期前半

は週末ごとに天候が悪化するという悪循環が続くなど様々な要因があったと推測しています。 

 

11 横浜市役所３階にある市民情報センターでは、令和２年３月に策定した「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」等の資料を閲覧でき

ます。事業進捗に合わせ、引き続き、情報提供に努めてまいります。 

20 

-2 

２ 都市計画市素案説明会に関する質問 

一連の計画に反対の立場だが、市素案吟味の観点からの質問である。 

2027 園芸博会場予定地は、以下予定地あるいは花博とする。 

2.1.全体的な質問 

１ 予定地は起伏が激しいが、説明会では整地への言及が無かった認識で良いか？ 

整地を行わず、自然に近いまま花博・テーマパーク建設は遂行するとの認識で良いか？ 

図は物流地区南側の標高を試みに描画。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予定地周辺を含む地下水系の変化、小気候変化をどう認識しているか？ 

予定地は境川・帷子川水系の水源域、各系への流量変化をどう認識しているか？ 

また下流域への影響をどう認識しているか？ 

 

 

 

2.1.全体的な質問 

１ 今回の説明会は、都市計画で定める道路の位置、延長、幅員等の道路計画の概要等をお示しするために行っています。 

  切り土盛り土はなるべく少ない形で計画したいと考えていますが、具体的な造成計画については、今後検討していくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 土地区画整理事業の環境影響評価では、地下水位の状況は把握していますが、地下水系の変化は予測しておりません。 

  また、小気候の変化についても、予測しておりません。 

河川の流量については、設置する調整池からの放流による影響はありますが、調整池の放流量は各放流先河川の許容放流量以下と予
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３ 地権者意向は尊重すべきだが、戦前からの地権者、制約を認識した戦後の地権者の割合はど

の程度か？個々人特定を意図する訳ではない。 

 

４ 市街化抑制ゆえに自然に近い貴重な状態が残る。いま地形を変える程のまちづくりを持ち

だす理由は市税増収か？別の何かか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

５ 良く判らない文章だが、花博やテーマパークが緑や農の保全などを図れる根拠はあるか？ 

６ 花博やテーマパークが持続的な都市の成長・発展につながる根拠はあるか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 予定地の農地は花博開催でどの程度増減するか？ 

 

 

測しています。また、環境影響を回避又は低減することを目的に、「透水性舗装の採用等による地中浸透量の確保」や「モニタリング

による河川流量の監視」といった環境保全措置を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ご質問のような意図での地権者の割合を本市では把握してはいません。 

 

 

４ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

整備にあたっては、豊かな水や緑が融合する自然環境を有した現在の地形、広がりのある農地、隣接する市民の森との連続性など、

立地の特性を活かした土地利用を進めていきます。 

具体的には、貴重な水辺空間である和泉川や、既存樹木を活かした公園整備を進めるほか、新たな都市農業の展開など、自然と調和

したまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

５、６ 

旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことにより、都市と緑や農のバランスがとれたまちづくりを進めることや国際園芸博覧会のレガシーを継承

した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性化拠点の形成を目指しております。 

また、国際園芸博覧会は、気候変動等の世界的な環境変化を踏まえ、我が国が培ってきた自然環境が持つ多様な機能を暮らしに生か

す知恵や文化について、その価値を再評価し、持続可能な社会の形成に活用するとともに、「国際的な花き園芸文化の普及」「花と緑が

あふれ農が身近にある豊かな暮らしの実現」「多様な主体の参画」等により幸福感が深まる社会を創造することを目的としています。 

 

 

７ 園芸博覧会会場区域は園芸博覧会開催後に公園・防災地区と観光・賑わい地区となります。 

営農を希望する方の農地は、土地区画整理事業の中で、予定地の農地も含めて、農業振興地区へ換地する予定です。 
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８ 予定地の地表面の被覆率はどの程度か？ 

 

 

９ 現在、予定地南側の相沢遊水池，雨水調整池の他にあるか？ 

計画では三カ所に調整池新設、これで想定外は起りえないか？ 

 

10 計画地の保水が減少して周辺の井戸・湧水は枯渇しないか？説明会では、そうならないよ

うに工事を進めると云った。地下水系等は把握しているか？  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

11 花博のレガシーとは良く判らない。具体的な説明はできないか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 海軍道路とさくら並木・旧日本海軍瀬谷補給工場・旧米軍上瀬谷通信隊の存在こそ花博やテ

ーマパークで置換すべきでは無い真のレガシー、無くしてしまいたいのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 園芸博覧会会場区域の被覆率（舗装や建物等で覆われている部分）については、不明でございますが、現在の道路部分や営農に必要

な工作物、米軍施設等の設置部分以外は、概ね地表面が露出しています。 

 

９ 旧上瀬谷通信施設地区では、大門川流域、相沢川流域、和泉川流域、堀谷戸川流域の４つの流域が主な流域となっており、流域の浸

水防止のために必要となる調整池を各流域に設けることとしており、計６箇所配置する予定です。 

 

10 計画地周辺の地下水の水位、および湧水の流量を把握しています。事業による環境影響を低減させるため、「造成裸地の早期緑化」

や「透水性舗装の採用等」による雨水の地中浸透量の確保を進める予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 国際園芸博覧会のレガシーの継承については、２０２７年国際園芸博覧会基本計画案において、「花き園芸、造園、農の発展」、「新た

な価値の創出」などの方向性が示されています。また、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園基本計画（案）のなかで、「公園整備の８つの方

針」の「７ 国際園芸博覧会のレガシーの継承・発信拠点」において、「園芸博の跡地にできる記念公園として、花き園芸・農に関する

取組、SDGsの実現や Society5.0、カーボンニュートラルの推進等の園芸博の理念や取組などを継承していく」としています。 

 

（参考：２０２７年国際園芸博覧会基本計画案） 

  https://expo2027yokohama.or.jp/about/plan/ 

 （参考：（仮称）旧上瀬谷通信施設公園基本計画（案）） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/tsukuru/seibikeikaku/kamiseya.html 

 

12 ソメイヨシノは日本を代表する桜であり、国内に多くの名所もあり、多くの国民に愛されている桜だと思います。上瀬谷の海軍道

路の桜も、横浜市のなかで、すばらしい桜並木の名所のひとつとなっています。  

しかし、ソメイヨシノは病気等に弱く、街路樹としては、成長すると根上がりや倒木など、安全面や防災面での懸念もあります。  

海軍道路（環状４号線）の桜並木については、毎年の樹木医診断の結果を踏まえ、直近10 年で毎年約20 本程度を撤去せざるを得ない

など、年々老木化が進んでいる状況にあります。 

このため、国際園芸博覧会や旧上瀬谷通信施設地区の新たなまちづくりをきっかけとして、自然との調和を次の世代につなげていく

という考え方から、この機会に桜をしっかりと再生していく必要があると考えています。 

令和４年 10月には、これまで検討を進めてきた、「海軍道路の桜並木に関する懇談会」の検討結果や「（仮称）旧上瀬谷通信施設公

園基本計画（案）」、「市民意見募集の結果」等も踏まえて、「新たな桜の名所づくりに向けた基本計画（以下、「基本計画」という。）」

を策定しました。基本計画の「取組①桜の再生と新たな名所づくり」では、海軍道路（環状４号線）の桜並木の再生は、土地区画整理

事業区域内（八王子街道～中瀬谷消防出張所）において、現況の道路幅員 18m から 31m に拡幅する計画であり、拡幅後の歩道部におい
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13 広域的な防災拠点など公益性の高い施設・機能の形成は花博やテーマパークを絡めず早急

に検討すべきと考えるが如何か？ 

また基幹道路に近い場所に立地すべきと考えるが如何か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 開国博 Y150 の例あり、所詮武士の商法。TDL に適わず、周辺市の鎌倉も強烈なテーマパー

ク。同一線上で上瀬谷に人を曳きつけられる根拠は何か？ 

 

15 市民のテーマパークはズーラシアを充実・発展。上瀬谷は市民や周辺市の次世代を担う人々

が、現状を多く残して自然や芸術に触れあう場にできないか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 物流地区が「東名やバイパスとの近接性をいかす」なら物流車両は海軍道路に流れないか？ 

て桜並木を再生することとしております。また、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園では、『公園のシンボルとなるソメイヨシノの桜並木』

を整備する予定です。 

「取組②桜の記憶継承」の「既存樹木の移植」について、健全度が高い樹木を対象として、樹木医等の専門家の意見を聞きながら、

移植の可能性について、検討を行う予定です。 

新たな桜の名所となるよう、引き続き、基本計画に基づいて着実に事業を進めていきます。 

旧日本軍に関連する施設については、埋蔵文化財調査を進めています。 

また、米軍の施設については、旧上瀬谷通信施設地区内に約 180 棟の建築物が残されていますが、将来の土地利用のため、全施設の

解体を予定しています。 

なお、豊かな水や緑が融合する自然環境を有した現在の地形や、広がりのある農地、隣接する市民の森との連続性など、立地特性を

生かしながら土地利用の具体化に向けて検討を進めていきます。 

 

13 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

  同計画において、公園・防災地区では、災害時における広域的な防災拠点（消防・警察・自衛隊などの受入に必要な広域応援活動拠

点としての施設・機能や広域避難場所としての機能）を形成することとしています。 

  これに基づき、着実に事業を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 旧上瀬谷通信施設地区は、後背人口、規模、広域での交通利便性等、高いポテンシャルがあることが見込まれると考えています。 

 これらのポテンシャルを活かし、賑わいと活気のあるまちづくりの実現を目指して取り組みます。 

 

15 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

  また、豊かな水や緑が融合する自然環境を有した現在の地形や、広がりのある農地、隣接する市民の森との連続性など、立地特性を

生かしながら土地利用の具体化に向けて検討を進めていきます。 

今後、観光・賑わいゾーンの一体的な活用について、事業を適正に実施するため、横浜市が民間事業者から事業提案を募集し、市長

の附属機関である審査委員会によって事業予定者の候補者を選定してまいります。 

 

 

16 海軍道路には、物流車両の流出入も想定されます。 
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17 物流地区は周辺道路と高低差があるが整地しない計画と考えて良いか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 説明会で Q．物流車輛は八王子街道からアプローチすべき A．街道沿いに既設の建屋がある

とのことであったが、旧通信隊の進入路あり。その東に台地端は八王子街道に面しているが、

利用できないか？知られていないようなので念のため参考図を貼付しておく。左囲みは進入

路、右囲みは台地端。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.都市計画道路に関して 

１ 現在交通量の実測値はどこか、推定値はどこか？ 

 

２ A、B の測定値はあるか、未測定なら理由は？ 

 

 

３ 断面 1の交通量の北側はどの方面へ／から、が主か？ 

 

４ 将来交通量の将来とは何時か？ 

数年ごとの交通量予測はどう変化するか？ 

 

 

５ 将来交通量は道路の設計交通量でないと云って良いか？ 

 

６ 先行完成部分があるなら、位置と完成時期は？ 

 

17 物流地区の造成計画については、周辺道路との高低差を考慮しながら、切り土盛り土がなるべく少ない形で整地していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 図で示されている進入路については、民有地（私道）であり、アプローチとして使用することはできません。 

 その東にある台地端は、物流地区の土地利用の検討に合わせ、今後検討していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 説明資料 p26にお示しの現況交通量については、全て実測値であり、推定値はありません。 

 

２ A,B直近において交通量調査を実施しており、調査結果は環境影響評価書に記載しておりますが、各断面交通量は A：約 3,500台/日、

B:約 6,000台/日となっています。 

 

３ 断面①の交通量の北側は相模原方面の往来が主となる想定です。 

 

４ 将来交通量は、旧上瀬谷通信施設地区のまちづくり全体ができ上がった将来の定常的な交通量を予測しており、年次は 2046年として

います。数年ごとの交通量の変化に応じた検討ではなく、まちづくりに伴う交通量が最大となる時点の交通量を基に道路計画を行って

います。 

 

５ 将来交通量と設計交通量は異なります。 

 

６ 国道 16 号線の整備区間である約 1,900m の区間内には一部整備済区間が含まれており、区画線により３車線での供用となっていま
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複数あれば各同様に？ 

 

 

７ 先行部分完成後の交通量変化の推定は？ 

複数あれば各同様に？ 

 

８ 説明会で将来の人口減を加味していると云ったが、具体的にどう加味されているか？ 

交通量ピークは何時頃と推定か？ 

 

９ 断面 1の交通量増加の要因は何か？ 

 

 

10 断面 3・ 4の約 5000台／日の交通量増減は、予定地周辺の滞留か？ 

 

 

 

 

 

 

 

11 断面 3を通行する工事用車両はどの位か、その期間はどの位か？ 

 

12 断面 7に 10000台／日の通行は、断面 2以西はその分減少するか？ 

 

13 周辺との接続不明で、八王子・三ツ境間はバイパス化しそうだが如何か？ 

同じく上川井・瀬谷間はバイパス化しそうだが如何か？ 

バイパス化したら周辺環境に悪影響を与えないか？ 

     

す。そのため今回の整備に合わせ当該区間においても４車線で供用するように整備していきます。 

  2027年開催の国際園芸博覧会で効果が発現できるよう取り組んでいきます。 

 

７ ４の回答のとおりです。 

 

 

８ 交通需要予測は、開発に伴って発生する交通と、それ以外の日常交通に分けて推計しており、日常交通について将来の人口減少を加

味しています。交通量のピークは、旧上瀬谷通信施設地区のまちづくり全体ができ上がった時点を想定しています。 

 

９ 土地利用転換に伴うアクセスは主に旧上瀬谷通信施設地区北側からを想定しており、その交通により断面①の交通量が増加すると想

定しています。 

 

10 土地利用転換に伴うアクセスは主に旧上瀬谷通信施設地区北側からを想定しており、その交通により断面③の交通量が増加すると想

定しています。 

  将来の交通需要に対応するため、土地区画整理事業の中で環状４号線の拡幅整備や幅員 26ｍの幹線街路（上川井瀬谷１号線および上

川井瀬谷２号線等）、幅員 12～18ｍの道路等を整備します。また、周辺では三ツ境下草柳線、瀬谷地内線の整備や国道 16号線（八王子

街道）の拡幅整備を進めるとともに、新たな交通や新たなインターチェンジの検討も進めています。これらを一体的に整備することに

より、地域における道路交通ネットワークを計画的に形成し、交通混雑の分散・緩和を図ります。そのため、環状４号線の断面④の交

通量が減少すると想定しています。 

 

11 具体的な施工計画については、今後、詳細な検討を進め、計画がまとまった段階でお示ししていきます。 

 

12 断面⑦の 10,000台の車両が全て断面②を通過するものではないため、断面②以西の交通量がその分減少するわけではありません。 

 

13 引き続き、周辺地域への影響を低減させるよう、交通解析をしっかりと行いながら取り組んでいきます 
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3. 環境影響評価書（資料を含む）に関する質問 

１ 予定地中心部は近接各駅から 2km以上離れ、徒歩によるアクセスは最悪と思わないか？ 

公共交通の見通し無しに着手するのは最悪と思わないか？ 

自動車利用を前提にするのは、時代に逆行しないか？ 

 

 

 

２ 基本方針「集客力のある施設を誘致」で造成着手するなら性急すぎると思わないか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大資本が運営するテーマパーク等は、地元に経済効果をもたらさないとも聞くが如何か？ 

 

 

 

 

 

 

     

４ 将来的に年間 1500万人が訪れるなら、都市構造を変化させる必要があると思わないか？ 

少人数でも社会的価値の高い機能・施設の招致に方針変更する必要はないか？ 

 

 

 

 

 

 

５ 農業地区を増大して都市型農業モデルを目指すのは未来への投資と思われるが如何か？ 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国土交通省の交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（平成 28 年４月）及び令和２年３月に本市が

策定した「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」に基づき、相模鉄道本線瀬谷駅と旧上瀬谷通信施設を結ぶ新たな交通の導入について

検討を進めています。 

新たな交通は、公共交通機関として、将来の土地利用に見合う十分な輸送力を確保する必要があると考えており、整備コストの抑制

や新たな技術の活用など幅広く検討を行っているところです。 

 

２ 観光・賑わいゾーンの土地利用については、地元協議会から「テーマパークを核とした複合的な集客施設」について、十分な事業実

現性があることを確認したとの報告が令和４年５月にありました。 

さらに、観光・賑わいゾーンについては保留地が含まれることから、一体的な土地利用について、地元協議会で議論がなされた結果、

本市に対して、保留地と民有地の一体的な土地利用を実現できるよう、事業予定者の候補者を選定する公募を行ってほしいとの要望が

８月にありました。 

本市としても、観光・賑わいゾーンの事業実現性についてサウンディング調査を８月に実施した結果、複数の企業から様々な提案を

いただき、高い関心が示され、観光・賑わいゾーンを一体的に活用することでポテンシャルが高まるといったご意見を多くいただきま

した。 

そこで、今後、観光・賑わいゾーンの一体的な活用について、事業を適正に実施するため、横浜市が民間事業者から事業提案を募集

し、市長の附属機関である審査委員会によって事業予定者の候補者を選定していくこととしました。 

 

３ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。上瀬谷が持つ高いポテンシャルを活かし、賑わいと活気のあるまちづくりを実現することで、交流

人口が増加し、経済波及効果や市税収入の増加が見込まれるものと考えます。 

 

４ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

  同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

  引き続き、本市の郊外部の活性化拠点の形成に向けて、しっかりとまちづくりを進めていきます。 

 

５ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

  同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

  その中で、農業振興ゾーンについては、「賑わい施設などと連携した農産物の収穫体験や、滞在しながら農の魅力を味わう農体験、ICT
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６ 自然に近い状態を維持することが環境保全のために必須と思わないか？ 

 

 

 

 

 

７ 土壌汚染に加えて砲弾が発掘されているが、未公表なら公表すべきでないか？ 

説明会では工事しながら調査と云っていたが、旧軍弾薬庫は他にもあり早急な調査で明確

にすべきではないか？ 

 

８ 豊かな自然を生かしてと云うが、計画は自然破壊から始まるのではないか？ 

公益性ある機能・施設でやむを得ない場合まで否定しないが、花博・テーマパークでは。 

 

 

 

 

 

９ 動・植物に配慮と云うが、それが既に不自然ではないか？ 

自然に極力手を加えないことが必須ではないか？ 

 

10 海軍道路拡幅の必要性が理解できない。現交通量調査を整理したが、東名・保土ヶ谷バイパ

スから海軍道路に誘導しなければ良いではないか？ 

以上 

 

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。」としており、これに基づき新たな都市農業のモデルの実現を目指し

ていくこととしています。 

  なお、農業振興ゾーンをはじめ各ゾーンの配置については、地権者の土地利用意向も踏まえ、配置を検討しており、現段階で農業振

興ゾーンを拡張させる予定はありません。 

 

６ 土地利用にあたっては、豊かな水や緑が融合する自然環境を有した現在の地形や、広がりのある農地、隣接する市民の森との連続性

など、立地特性を生かしながら土地利用の具体化に向けて検討を進めていきます。 

また、旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業については、横浜市環境影響評価条例に基づき環境影響評価を実施しました。その結

果、「保全対象種の生育環境の創出」や「周辺の緑との連続性に配慮した緑地の創出」などの環境保全措置を実施することとしていま 

す。 

 

７ 陸上自衛隊が現地で砲弾を確認した結果、爆発の危険性がないものであり、即日回収できるものであったことから、周辺への影響は

ないと考え、所管課が「横浜市防災計画（都市災害対策編）」に基づき、適切に対応しました。 

これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

 

８ 旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、

まちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づい

て、まちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世

代に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性

化拠点の形成を目指しております。 

 

９ 豊かな水や緑が融合する自然環境を有した現在の地形や、広がりのある農地、隣接する市民の森との連続性など、立地特性を生かし

ながら土地利用の具体化に向けて検討を進めていきます。 

 

10 将来土地利用に伴う交通需要に対応するため、国道 16 号線（八王子街道）の拡幅整備や、幅員 26ｍの幹線街路（上川井瀬谷１号線

および上川井瀬谷２号線等）等の整備と併せて、環状４号線（海軍道路）の拡幅整備を計画しています。また、周辺では三ツ境下草柳

線、瀬谷地内線の整備を進めており、これらの道路を一体的に整備することにより、交通の分散・混雑の緩和を図り、交通渋滞等によ

る周辺地域への影響を低減させていきます。 

このため、海軍道路の拡幅が必要と考えています。 
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21 １ 今回の道路計画で破壊される、貴重な米軍、旧日本軍の「建物遺構」はいくつありますか。 

２ 保存するかしないかの検討は、いつ、どのような経緯で行われ、どのような理由で破壊され

ることが決まったのか教えてください。（「詳細はこちらの URLを参照」、という回答ではなく、

具体的にここで回答をしてください） 

１、２ 

米軍の施設については、旧上瀬谷通信施設地区内に約 180 棟の建築物が残されていますが、将来の土地利用のため、全施設の解体を予

定しています。 

旧日本軍に関連する施設については、埋蔵文化財調査を進めています。 

22 ｐ26「将来交通量」は 2046年の予測であり、その時には年間 1500万人が訪れるテーマパークも

建設されている予測に立っての交通量予測と、11/25説明会でうかがいました。 

現在でも渋滞している断面①と断面②断面③は、将来交通量が増えています。 

つまり、 

１ この道路計画では 2046 年においても断面①②③の渋滞は解消しない、と考えてよいです

ね？ 

 

２ 将来交通量が増えているということは、橫浜市は、たった半年の期間中に 1500万人が来場

すると試算する 2027 花博においても、年間 1500 万人が来場するテーマパーク建設後におい

ても、周辺道路状況の混雑解消に関しては、積極的な解消手段をこれ以上持っていない（計画

していない）ということで良いですね？ 

 

 

 

 

１ 断面①②③では将来交通量が増えていますが、現在２車線の道路を４車線化することで交通容量が増えるため、混雑の緩和が図られ

ると考えています。 

 

２ 将来の土地利用転換に伴う交通需要に対応するため、土地区画整理事業の中で環状４号線の拡幅整備や幅員 26ｍの幹線街路（上川井

瀬谷１号線および上川井瀬谷２号線等）、幅員 12～18ｍの道路等を整備します。また、周辺では三ツ境下草柳線、瀬谷地内線の整備や

国道 16 号線（八王子街道）の拡幅整備を進めるとともに、新たな交通や新たなインターチェンジの検討も進めています。これらを一体

的に整備することにより、交通の分散・混雑の緩和を図り、交通渋滞等による周辺地域への影響を低減させていきます。 

なお、国際園芸博覧会開催時の交通対策についても、一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会と連携しながら、しっかりと検討

を進めていきます。 

23 上瀬谷で砲弾が出たそうですが、もともと海軍の基地だったところですから、他にも埋まってる

可能性は高いですよね？国と横浜市が完全に調査してくれるんですよね？そうでなければ道路

工事のかたにも危険ですよね？ 

これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

24 海軍道路の桜並木を伐採せずに道路拡張する方法は考えたのでしょうか？瀬谷の名物にもなっ

てる桜並木を伐採しての花博なんて誰が考えたのですか？ 

ソメイヨシノは日本を代表する桜であり、国内に多くの名所もあり、多くの国民に愛されている桜だと思います。上瀬谷の海軍道路の

桜も、横浜市のなかで、すばらしい桜並木の名所のひとつとなっています。  

しかし、ソメイヨシノは病気等に弱く、街路樹としては、成長すると根上がりや倒木など、安全面や防災面での懸念もあります。  

海軍道路（環状４号線）の桜並木については、毎年の樹木医診断の結果を踏まえ、直近10 年で毎年約20 本程度を撤去せざるを得ない

など、年々老木化が進んでいる状況にあります。 

このため、国際園芸博覧会や旧上瀬谷通信施設地区の新たなまちづくりをきっかけとして、自然との調和を次の世代につなげていくと

いう考え方から、この機会に桜をしっかりと再生していく必要があると考えています。 

令和４年 10月には、これまで検討を進めてきた、「海軍道路の桜並木に関する懇談会」の検討結果や「（仮称）旧上瀬谷通信施設公園

基本計画（案）」、「市民意見募集の結果」等も踏まえて、「新たな桜の名所づくりに向けた基本計画（以下、「基本計画」という。）」

を策定しました。基本計画の「取組①桜の再生と新たな名所づくり」では、海軍道路（環状４号線）の桜並木の再生は、土地区画整理事

業区域内（八王子街道～中瀬谷消防出張所）において、現況の道路幅員 18mから 31m に拡幅する計画であり、拡幅後の歩道部において桜

並木を再生することとしております。また、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園では、『公園のシンボルとなるソメイヨシノの桜並木』を整備

する予定です。 

なお、海軍道路（環状４号線）は市域の一体化を目的とした主要な幹線道路であり、緊急輸送路としての役割がある中で、土地区画整

理事業施行区域内の北側と南側の起終点が既成市街地との関係で固定されている状況を踏まえ、両地点の車道を直線で結ぶ計画で拡幅を

行うこととしています。 

新たな桜の名所となるよう、引き続き、基本計画に基づいて着実に事業を進めていきます。 

25 将来交通量が断面④で現況交通量より減るのはどのような要因によってですか？ 

どのような想定条件を課したためにそうなったのであり、その条件を外すと増えるというよう

なパラメータの抽出はできますか？ 

本道路計画対象領域より南側の環状 4 号線は 2 車線のままとして将来交通量を予測しているの

将来の交通需要に対応するため、土地区画整理事業の中で環状４号線の拡幅整備や幅員 26ｍの幹線街路（上川井瀬谷１号線および上川

井瀬谷２号線等）、幅員 12～18ｍの道路等を整備します。また、周辺では三ツ境下草柳線、瀬谷地内線の整備や国道 16号線（八王子街道）

の拡幅整備を進めるとともに、新たな交通や新たなインターチェンジの検討も進めています。これらを一体的に整備することにより、地

域における道路交通ネットワークを計画的に形成し、交通混雑の分散・緩和を図ります。そのため、環状４号線の断面④の交通量が減少
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でしょうか？ 

もし、本計画以外の道路拡幅を将来にわたって考えていないとすると、今の近隣住民の生活道路

がテーマパークを目的地とする来場者の抜け道として利用され、住民が迷惑することが懸念さ

れますが、そのような事態は回避されるような計画ができているのでしょうか？そういう計画

があるとすれば、その目論見とする着工竣工時期といったタイムスケジュール的な情報を教え

てください。 

すると想定しています。なお、環状４号線の断面④は、２車線の道路として将来交通量を予測しています。 

引き続き、工事着手に向け、交通渋滞などによる周辺地域への影響を低減させるよう、交通解析をしっかりと行いながら取り組んでい

きます。 

今後、工事を進めていく段階において、説明会等を実施し、周辺住民の方々へ丁寧に説明しながら事業を進めていきます。 

 

26 新たなインターチェンジの構想は、今回の素案の説明で初めて聞きました。 

町田インターが至近にあるのにこういう地域的に重複している施設の建設というのは実現性の

高い話なのでしょうか？ 

そうであるならば、今の目論見上の着工竣工時期を教えてください。 

新たなインターチェンジの現実性が低いとすると、環状４号線等の部分的な拡幅ではテーマパ

ーク誘致で見込まれる交通量増大に対する交通渋滞解消の手段にならないように思いますが如

何でしょうか？ 

「新たなインターチェンジ」とは、東名高速道路と旧上瀬谷通信施設地区を直結する新たなインターチェンジのことで、今年度に具体

的な検討に着手しました。 

現在は、東名高速道路との接続位置やルート、周辺環境への影響など、基本的な検討を進めています。ご質問いただきました事業の実

現性や着工竣工時期についても、それらとあわせて検討を進めていく予定です。 

今後、詳細をお示しできる段階になりましたら、市民の皆様へお伝えしていきたいと考えています。 

 

27 横浜市の SDGｓの取り組みに関心があります。３・３・54 号上川井瀬谷２号線が、全部ではあり

ませんが、観光賑わい地区と公園・防災地区を分ける境界になっています。この東西に走る道路

をもっと北側に移して、現況の地形や高低差、樹木、河川の姿を残しつつ、今ある田んぼや湿地

草地を含む谷戸環境を公園地区内に包接させることは可能ですか？ 

旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、ま 

ちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020年３月策定）」として取りまとめ、これに基づいて、ま

ちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世代

に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性化拠

点の形成を目指しております。 

また、豊かな水や緑が融合する自然環境を有した現在の地形や、広がりのある農地、隣接する市民の森との連続性など、立地特性を生

かしながら土地利用の具体化に向けて検討を進めていきます。 

28 10月 18日に旧上瀬谷通信施設地内で見つかった 砲弾について質問します 

 

２０日午前、横浜市瀬谷区相沢のマンションの造成地で、長さ４０センチほどの砲弾のようなも

のが見つかりました。旧日本軍の艦船用の砲弾と見られ火薬や起爆装置がついた状態だという

ことで、警察は自衛隊に処理を依頼するとともに、詳しいいきさつを調べています。 

 

これは NHK首都圏の 2012/7/20 のツイートです 

見つかった場所は 今回砲弾が見つかったのとほど近い瀬谷区相沢付近 見つかったのは火薬や

起爆装置がついたままだったとは言え 今回と同じ 40cmほどの砲弾です 

上瀬谷整備推進課では今回の砲弾発見は記者発表せず、周囲の調査もしないそうですが。 

 

① 見つかった物以外に 同様の(或いはもっと危険な状態の)砲弾が 埋まって居ないと言い切

れますか？ 

根拠をお答えください 

 

② 環境影響評価の説明会などで 工事中に何かが見つかった場合は その都度法律に従い適切

に処理する 

と答えておられますが 

旧上瀬谷通信施設には 終戦時 旧日本海軍の毒ガス弾を含む 充填された弾薬の倉庫が立ち並

んでいたそうです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

 

 

 

２ 毒ガス弾については、環境省において平成 17年に開催された「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」において、上瀬谷

は「現時点では対応を行うべき必要性は認められない」とされています。そのため、何らかの新たな情報が判明しない限りは、特段の

対応は不要と言われています。その後においても、環境省に対して定期的に新たな情報を確認していますが、特に変更はないとの回答

をいただいています。 
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工事中 あるいは 公園やテーマパークなどの施設が出来上がった後の 安全はどうやって担保

されますか？ 

万が一 埋まっていた砲弾や毒ガス弾薬などで被害が出た際 責任を取るのは誰ですか？ 

 

③ 火薬や起爆装置がついていない状態の砲弾発見は、記者発表しなくて良いのですか？ 

今回 不安に思った住民の方の質問で明らかになりましたが 周辺住民には説明しましたか？ 

 

 

 

 

３ 陸上自衛隊が現地で砲弾を確認した結果、爆発の危険性がないものであり、即日回収できるものであったことから、周辺への影響は

ないと考え、所管課が「横浜市防災計画（都市災害対策編）」に基づき、適切に対応しました。 

これから本格的に工事を実施していきますので、工事を安全に進めていくための検討を行っていきます。 

29 ３・３・５４号上川井瀬谷２号線がテーマパークと公園防災地区を分ける境界になっていると思

います。この道路の位置により、テーマパーク用の敷地面積を１００ヘクタールくらいですか

ね、とにかく広大な面積が確保されているように見受けられます。この面積を決めたのはどのよ

うな理由によりますか？誰が主導して決めましたか？まちづくり協議会がそうしろ、と主張し

たのですか？ 

ついでにですが、テーマパークにカジノが含まれるようになる事態はありませんか？勿論現行

の IR整備法のスキームでは該当しないと思いますが、国が新たなカジノ誘致できる法律を作っ

たときにその受け皿となるようなテーマパークとならないような保証はありますか？雑駁な IR

カジノ推進に対する振り返りはしたようですが、その後カジノ禁止条例を制定する機運は横浜

市にも市会にもないようなので敢えて質問します。 

旧上瀬谷通信施設地区では、地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」との意見交換や市民意見募集等を踏まえて、ま

ちづくりの方針や土地利用の考え方を「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画（2020 年３月策定）」として取りまとめ、これに基づいて、ま

ちづくりを進めています。 

同計画では、土地利用として、農業振興ゾーン、観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、公園・防災ゾーンを設定し、各ゾーンで、次世代

に向けた土地利用を行うことや、国際園芸博覧会のレガシーを継承した公園の整備などにより、国内外から注目される、新たな活性化拠

点の形成を目指しております。 

観光・賑わいゾーンについては、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

形成することとしており、約 125haを設定しました。その後、環境影響評価などを経て、面積は約 70haへと変更しました。 

具体的な施設計画については、今後、社会情勢等も踏まえながら市が民間事業者から事業提案を募集し、市長の附属機関である審査会

によって選定していくこととなりますが、カジノ施設を含む IR（統合型リゾート）は、本地区において検討はしていません。 

 


