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１．建設機械・工事用車両等の変化について 

 

事業計画の見直しにより、造成工事範囲は約 60％以下及び事業者による計画建物の規模は延べ床面積

で約 40％以下へと縮小します。しかしながら、盛土材を開発区域外から運搬する等、環境影響要因とな

る建設機械・工事用車両等の種類及び台数に変更が発生しました。 

 

１）予測時点の建設機械・工事用車両等の変化について 

建設機械・工事用車両等の種類及び台数は、工事施工計画の工事内容をもとに使用機械、台数を想定

しています。（工事施工計画は、評価書資料編 P1,2、修正届添付資料 P303 参照） 

なお、工事で使用する車両は以下のとおり区別しています。 

建設機械  …開発区域内で作業する機械 

工事用車両等…開発区域外を走行する車両（建設資材や盛土材等を運搬する車両並びに通勤車両） 

表 1-1 建設機械・工事用車両等の変化 

環境影響要因 予測時点 
環境影響 

評価項目 

評価書の事業計画

(評価書資料編

P1,2) 

新事業計画 

(修正届添付資料

P303) 

評価書との比較 

建設機械 

の稼働 

(開発区域内) 

影響が 大 

となる時期 

（土木のみ）

騒音※1 

振動※1 

34 台/日 

(修正届添付資料

P118,P144) 

20 台/日 

(修正届添付資料

P119,P145) 

工事の減少に伴い、▲14 台/

日。 

(建設機械の配置図 P2～P3) 

影響が 大 

となる時期 

(土木＋建築)

大気汚染※2 

(短期予測) 

 

騒音※1 

振動※1 

65 台/日 

(修正届添付資料

P98,P118,P144) 

47 台/日 

(修正届添付資料

P99,P119,P145)

工事の縮小に伴い、▲18 台/

日。 

開発区域が縮小したため、密

度は増加。 

(建設機械の配置図 P4～P5) 

影響が 大 

となる 1年間

大気汚染※2 

(長期予測) 

9,282 台/年 

(修正届添付資料

P98) 

6,895 台/年 

(修正届添付資料

P99) 

工事の縮小に伴い、▲2,387

台/日。 

工事用車両等 

の走行 

(開発区域外) 

台数が 大 

となる時期 

大気汚染 

騒音 

振動 

発生集中交通量 

442 台/日 

(修正届添付資料

P100) 

発生集中交通量

532 台/日 

(修正届添付資料

P101) 

建設資材運搬車両は工事の

縮小に伴い、減少。 

ダンプトラックの走行が盛

土材の搬入により、増加。 

計 90 台/日の増加。 

※1：騒音及び振動において、建設機械の稼働による影響が 大となる時期については、土木工事のみの時期と土木工

事＋建築工事がラップしている時期の各々から選定しました。土木工事と建築工事では建設機械の種類が異なる

ため、各々において稼働台数が 大となる時期を予測時点としました。なお、稼働台数が同じ場合は、パワーレ

ベル等が 大となる時期としました。 

※2：大気汚染は、月ごと又は 1 年間の建設機械の汚染物質排出量を算出して予測時点を選定しました。（修正届添付

資料 P304） 

 

２）建設機械の配置について 

騒音又は振動の予測条件となる予測時点における建設機械の配置については、工事施工計画の工事内

容に基づき配置しました。各予測時点における建設機械の配置及び工事内容を P2～P5 の図に示します。

（工事施工計画は、評価書資料編 P1,2、修正届添付資料 P303 参照） 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における保全目標・措置、予測条件・結果、評価（P269） 

  

工事内容 

＜土木工事＞ 

土工事(切土、盛土) 

植栽工事・公園工事 

水路改修工事 

都市計画道整備工事 

修正届添付資料 P122 に追記 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

  

工事内容 

＜土木工事＞ 

移植・移設工事 

土工事(切土・盛土) 

調整池工事 

都市計画道整備工事 

修正届添付資料 P123 に追記 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における保全目標・措置、予測条件・結果、評価（P270） 

  

工事内容 

＜土木工事＞ 

下水排水工事 

擁壁工事 

＜建築工事＞ 

 集合住宅建設工事 

修正届添付資料 P124 に追記 
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新事業計画における予測条件および予測結果 

 

  

工事内容 

＜土木工事＞ 

土工事(盛土) 

下水排水工事 

擁壁工事 

街路工事 

都市計画道整備工事 

＜建築工事＞ 

 店舗施設建設工事 

事務所建設工事 

修正届添付資料 P125 に追記 
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３）工事用車両等について 

大気汚染、騒音、振動及び地域社会の交通環境を予測評価するための工事用車両等の走行台数は、工

事施工計画より 大値を選定しました。 

工事用車両等の時間別交通量については、大型車は工事時間帯にわたり均等に、小型車は通勤用車両

であることを考慮し朝と夕刻に設定しました。 

表 1-2 に工事用車両等の時間配分台数を示します。 

表 1-2 工事用車両等の時間別交通量   単位：台 

時間帯 

評価書の事業計画 新事業計画 

備考 
乗用車 

（小型車） 

貨物※1 

（大型車）

乗用車 

（小型車）

貨物※2 

（大型車）

集中 発生 集中 発生 集中 発生 集中 発生

 6:00 ～  7:00 10 0 0 0 10 0 0 0 通勤用車両（小型車） 

 7:00 ～  8:00 40 0 0 0 40 0 0 0 －〃－ 

 8:00 ～  9:00 0 0 19 19 0 0 24 24 工事用車両（大型車） 

 9:00 ～ 10:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

10:00 ～ 11:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

11:00 ～ 12:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

12:00 ～ 13:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

13:00 ～ 14:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

14:00 ～ 15:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

15:00 ～ 16:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

16:00 ～ 17:00 0 0 19 19 0 0 24 24 －〃－ 

17:00 ～ 18:00 0 40 0 0 0 40 0 0 通勤用車両（小型車） 

18:00 ～ 19:00 0 10 0 0 0 10 0 0 －〃－ 

計 100 342 100 432 評価書との比較 

小型車：増減なし 

大型車：90 台増加 
合計 442 532

（修正届添付資料 P100,P101 より） 

※1：建設資材運搬車両 

※2：建設資材運搬車両＋土砂運搬車両。大型車 432 台/日のうち土砂運搬車両は、約 100 台/日（ 大）。 

 

◆工事施工計画との差異について 

工事用車両の台数において、表 1-3 のとおり工事施工計画と上記時間別交通量の計に差異がありま

す。これは、時間別交通量の設定において、工事用車両（大型車）を工事時間帯にわたり均等に配

分したためです。 

表 1-3 工事用車両台数の差異について 

 評価書 修正届添付資料 備  考 

工事施工計画における 

工事用車両の日 大値 

発生集中交通量 334 台/日 

（167 台/日×2） 

発生集中交通量 430 台/日 

（215 台/日×2） 

評価書（資料編 P1,2） 

修正届添付資料（P303） 

時間別交通量の設定 

334 台/日÷9＝37.1 台/時間

≒38 台/時間 

（38 台/時間×9＝342 台） 

430 台/日÷9＝47.7 台/時間

≒48 台/時間 

（48 台/時間×9＝432 台） 
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４）工事中の交通量について 

環境影響要因となる工事用車両の増加に伴う交通量の

変化について、表 1-4 に示します。 

大型車について、新事業計画と評価書を比較すると工事

用車両は増加していますが、Ａ断面（舞岡上郷線）、Ｂ断

面（環状４号線）ともに将来基礎交通量の減少が大きいた

め、将来交通量は減少しました。 

小型車においては、工事用車両（通勤用車両）に変化が

ないため、新事業計画と評価書を比較すると将来基礎交通

量の増減が将来交通量の増減となります。 

 

 

表 1-4 工事中における将来交通量（平日）  単位：台/24h 

予測断面：Ａ断面※1 

(舞岡上郷線) 

小型車 大型車 
備考 

乗用車 小型貨物 バス 普通貨物 

評価書の 

事業計画 

ａ.将来基礎交通量 17,669 3,238 512 2,270 
H17 年交通量調

査をもとに算出

ｂ.工事用車両等交通量※3 50 0 0 170 配分率 50％ 

ｃ.将来交通量（ａ＋ｂ） 20,957 2,952  

新事業計画 

ａ.将来基礎交通量※2 16,656 3,069 450 1,920  
H23 年交通量調

査をもとに算出

ｂ.工事用車両等交通量※3 50 0 0 216 配分率 50％ 

ｃ.将来交通量（ａ＋ｂ） 19,775 2,586  

評価書との 

差異 

ａ.将来基礎交通量 ▲1,182 ▲412 
小型車減少 

大型車減少 
ｂ.工事用車両等交通量 0 46 

ｃ.将来交通量 ▲1,182 ▲366 

 

予測断面：Ｂ断面※1 

(環状４号線) 

小型車 大型車 
備考 

乗用車 小型貨物 バス 普通貨物 

評価書の 

事業計画 

ａ.将来基礎交通量 18,254 3,448 1,021 2,254 
H17 年交通量調

査をもとに算出

ｂ.工事用車両等交通量※3 26 0 0 84 配分率 25％ 

ｃ.将来交通量（ａ＋ｂ） 21,728 3,359  

新事業計画 

ａ.将来基礎交通量※2 18,961 3,563 977 2,128  
H23 年交通量調

査をもとに算出

ｂ.工事用車両等交通量※3 26 0 0 108 配分率 25％ 

ｃ.将来交通量（ａ＋ｂ） 22,550 3,213  

評価書との 

差異 

ａ.将来基礎交通量 822 ▲170 
小型車増加 

大型車減少 
ｂ.工事用車両等交通量 0 24 

ｃ.将来交通量 822 ▲146 

※1：予測断面位置は評価書及び新事業計画において同位置にて実施。 

※2：平成 23 年に実施した交通量調査をもとに、周辺交通量の調査から算定。 

※3：工事用車両の発生集中交通量に図 1-2 に示す配分率を乗じて算定。 

予測断面Ａ 

予測断面Ｂ 
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図 1-2 工事用車両等の分布図（修正届添付資料 P101） 

 

５）建設発生土の搬出状況について 

土砂運搬に伴う建設発生土の発生状況については、次回報告いたします。 
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２．環境影響評価項目の選定について 

 

１）水象（地下水）について 

 

環境影響評価項目の選定は、「横浜市環境影響評価技術指針」（以下、技術指針）に定められた項目の

内容に対し、事業特性及び地域特性を勘案して選定しました。 

地下水（地下水位及び湧水の流量）については、評価書の事業計画において地下水の揚水、排除又は

遮断行為を行わないことから、非選定としました。新事業計画においても同様の行為を行わないため、

非選定としました。 

なお、土地の改変により湧水の流れを阻害することによるいたち川支流への影響については、評価項

目として河川を選定し、予測・評価を行いました。 

表 2-1、表 2-2 に技術指針から環境影響評価項目の水象を抜粋して示します。 

表 2-1 評価書作成時の環境影響評価項目（抜粋） 

 環境影響評価項目 項目の詳細 環境影響評価項目の内容 備考 

自

然

環

境 

水象 

海 海域の流況 

土地の形状の変更行為又は工作物の設置によ

って変化する海域の潮流（流向及び流速）、波

浪 

非選定

河川 
河川の形態、 

流量 

土地の形状の変更行為によって変化する河川

の形態及び流量、排水によって変化する河川

の流量並びに洪水、浸水の発生 

選定 

地下水 
地下水位及び 

湧水の流量 

地下水の揚水、排除又は遮断によって変化す

る地下水の水位及び湧水の流量 
非選定

横浜市環境影響評価技術指針/平成 11 年 7月/横浜市より 

表 2-2 現行の環境影響評価項目（抜粋） 

環境の保全

及び創造に

向けた基本

的な考え方 

環境影響評

価項目 
細目 環境影響評価項目の内容 備考 

身
近
な
自
然
環
境
の 

保
全
・
再
生
・
創
造 

水循環 

海域の流況 
土地の改変又は工作物の設置・撤去によって

変化する海域の流向、流速及び波浪 
非選定

河川の形態、 

流量 

(1)土地の形状の改変によって変化する河川

の形態及び流量 

(2)排水によって変化する河川の流量 

選定 

地下水位及び 

湧水の流量 

(1) 地下水の揚水、排除又はしゃ断によって

変化する地下水の水位 

(2) 地下水の揚水、排除又はしゃ断によって

変化する湧水の流量 

非選定

横浜市環境影響評価技術指針/平成 25 年 3月/横浜市より 
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２）水路移設等に伴う動植物に対する環境影響評価について 

 

①水路の移設計画について 

事業計画の修正において、水路の移設計画を以下のとおり見直しました。水路の改変範囲を図 2-1 に

示します。 

・移設延長は、約 550ｍから約 200ｍに短縮しました。 

・移設位置は、動植物の生息環境の保全を考え、樹林地を改変しない位置に変更しました。 

・樹林地側の水路護岸は、上流部の瀬上沢小川アメニティと同様に、生息環境の繋がりに配慮した形

状を計画しています。（図 2-2 参照） 

 

②動植物に対する環境影響評価について 

評価書においては、水路の移設等も踏まえ、動植物（陸生植物、陸生動物、水生生物、生態系）を評

価項目として選定しました。 

新事業計画においては、造成計画範囲を縮小し、東側の山林及び谷戸を保全区域（特別緑地保全地区

又は都市施設の公園）にするとともに、水路の改変区間を短縮することから、動植物の生息域の消失範

囲が縮小します。したがって、動植物（陸生植物、陸生動物、水生生物、生態系）に対する影響は、評

価書の予測結果を上回ることはないと考え評価項目として非選定としました。 

 

③環境保全計画及び環境保全措置について 

評価書において、植物の移植計画と動物の保全計画を策定しました。新事業計画においても、評価書

の環境保全計画を同様に実施します。 

環境保全計画（評価書 P79～P85） 

  ・大径木の移植計画 

・注目すべき植物種の移植計画 

  ・オオタカの保全計画 

  ・ホタルの保全計画（抜粋して P12 に示します） 

また、環境保全措置については、表 2-3 のとおり修正届添付資料に新事業計画における動植物に対す

る環境保全措置を記載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 水路断面イメージ図 
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図 2-1 水路移設計画図（評価書計画および新事業計画比較） 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月） 2.10 環境保全計画（P85） 

 

(2) ホタルの保全計画 

水路の付け替え区間および山手学院南側の絞り水付近に生息するホタル類については、専門家の先

生方に頂いたアドバイスをもとに、表 2.10.2-1 に示す保全対策を検討します。 

なお、実施設計および工事にあたっては、再度、専門家の先生方にご相談しながら、 善の方法を

検討すると共に、その後の維持管理のシステム作りについても協議をしていく考えです。 

 

表 2.10.2-1 水路の付け替え区間に生息するホタル類の保全対策 

種別 内容 

ホタルの移設 
ゲンジボタルは水路の付替区域で 6月上旬から中旬にかけて飛翔してい
る成虫を 2シーズン捕獲し、別の場所で採卵・孵化・飼育し工事完了後
に幼虫を川に戻す。 

餌となるカワニナの移設
水路付替工事区間のカワニナを採取し、別場所で飼育して工事完成後に
川に戻す。 

照明 

照明の位置やホタルに刺激の少ない照明灯の採用を検討および協議す
る。 
・反射鏡等による配光制御、遮光板の設置や植裁による光漏れの防止 
・光源の消費電力を下げることによる照度の抑制 
・点灯時間の管理や深夜の消灯の検討 
・光源の取り付け位置を考慮することによる光漏れの防止 
・昆虫の誘引特性の小さい光源の使用 

維持・管理 

工事中については事業者が行う。その手法については、専門家のご意見
を参考に検討していく。また、開発後は横浜市へ寄付および帰属するこ
ととなるため、管理責任者は横浜市となるが、維持管理については地域
の方々のご協力が必要と考えている。維持管理のシステムについては、
実施設計と共に他の地域での事例や専門家のご意見を参考に横浜市と
協議・検討していく。 
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表 2-3 修正届添付資料における新事業計画の予測評価項目の選定（工事中） 

環境影響評価項目 
新事業計画における予測評価項目の選定 

選定 選定理由 

自

然

環

境 

植物・動物 

陸生植物
 

事業計画の修正により、造成工事範囲を縮小し、その範囲を東側沿道

から西側区域へ集中して水路の改変区間も短縮するため、生息域の消

失範囲が縮小します。陸生植生／陸生動物／水生生物／生態系ともに、

評価書 5.10.1.3.2)(2)①P413、②P415、③P417／5.10.2.3.2)(2)①

P480、②P481／5.10.3.3.2)(2)①P508、②P508／5.10.4.3.2)(2)①

P518、②P519、③P519 の予測結果各項目を上回ることはないと予測さ

れます。よって評価項目として選定しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

なお、造成工事および水路の改変によって、影響を受ける大径木、注

目すべき植生、注目すべき動物等に対する、移植・移設については、

市民参画を踏まえた計画のもとに、逐次専門家の指導を受けながら次

のとおり行います。 

１. 大径木については、事業着手後に評価書 5.10.1.3.1)Ｐ412 に記載

のとおり工事施工上の措置を実施いたします。 

２. 大径木以外の植生のうち、タコノアシを主とする湿地性の植生以

外の移植については、事業着手後に評価書 5.10.1.3.1)Ｐ412 に記

載のとおり工事施工上の措置を実施し、評価書 2.10P83 記載の環

境保全計画に示すとおり行います。 

３. 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。 

４. 陸生動物のうち、ホタル類以外の動物については、事業着手後に

5.10.2.3.1)P479 記載の工事中の環境保全措置を講じます。 

５. 水生生物のうち、ヤゴ類以外の動物については、事業着手後に

5.10.3.3.1)P507 記載の工事中の環境保全措置を講じます。 

６. 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。 

７. 生態系全般については、事業着手後に 5.10.4.3.1)P517 記載の工

事中の環境保全措置を行います。但し、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。 

陸生動物

水生生物

生態系 

修正届添付資料 P76（表 3-8 新事業計画における予測評価項目の選定（工事中 4/5）） 
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３．騒音・振動の予測について 

 

新事業計画における工事用車両の走行時間帯は、表 3-1 のとおり 6時～19 時までの計画です。したが

って、工事用車両の走行による騒音及び振動の予測・評価は、6時～19 時までが対象となります。 

なお、評価書の事業計画においても同様の計画のため、工事用車両の走行による騒音及び振動の予

測・評価は、6時～19 時までが対象でした。 

24 時間の現況調査結果については、現況の状況の把握及び供用時の予測・評価に使用しました。 

工事中の騒音及び振動の予測結果について、評価書と新事業計画の修正比較資料(案)を P14～P15 に

示します。 

 

表 3-1 工事用車両時間別交通量   単位：台 

時間帯 
乗用車 貨物 

集中 発生 集中 発生 

 ６：００～ ７：００ 10 0 0 0 

 ７：００～ ８：００ 40 0 0 0 

 ８：００～ ９：００ 0 0 24 24 

 ９：００～１０：００ 0 0 24 24 

１０：００～１１：００ 0 0 24 24 

１１：００～１２：００ 0 0 24 24 

１２：００～１３：００ 0 0 24 24 

１３：００～１４：００ 0 0 24 24 

１４：００～１５：００ 0 0 24 24 

１５：００～１６：００ 0 0 24 24 

１６：００～１７：００ 0 0 24 24 

１７：００～１８：００ 0 40 0 0 

１８：００～１９：００ 0 10 0 0 

修正届添付資料 P101（4.1 大気汚染 表 4.1-3 工事用車両時間別交通量） 
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空白 
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環境影響評価書（平成 19 年 6 月）における保全目標・措置、予測条件・結果、評価（P278） 

 

(2) 工事用車両の走行による道路交通騒音 

工事用車両等の走行による道路交通騒音の予測結果を表 5.3-10(1)～(2)に示します。騒音の増加

分は作業時間中および前後で 0.2dB 以下と予測されます。 

 

表 5.3-10(1) 工事用車両の走行による道路交通騒音の予測値(舞岡上郷線) 

単位：dB 

 
Ｄ 舞岡上郷線 

平日 

時間帯 現況調査結果 予測値 増加量 

工
事
用
車
両
の
走
行
時
間
帯 

6 時～ 71.4 71.4 0.0 

7 時～ 70.7 70.8 0.1 

8 時～ 70.3 70.5 0.2 

9 時～ 70.2 70.4 0.2 

10 時～ 70.0 70.2 0.2 

11 時～ 69.8 70.0 0.2 

12 時～ 70.2 70.4 0.2 

13 時～ 69.7 69.9 0.2 

14 時～ 69.8 70.0 0.2 

15 時～ 69.8 70.0 0.2 

16 時～ 69.6 69.8 0.2 

17 時～ 69.2 69.3 0.1 

18 時～ 69.4 69.4 0.0 

19 時～ 69.1 69.1 0.0 

20 時～ 68.8 68.8 0.0 

21 時～ 68.7 68.7 0.0 

22 時～ 68.6 68.6 0.0 

23 時～ 68.0 68.0 0.0 

0 時～ 66.3 66.3 0.0 

1 時～ 65.9 65.9 0.0 

2 時～ 65.4 65.4 0.0 

3 時～ 66.4 66.4 0.0 

4 時～ 68.0 68.0 0.0 

5 時～ 70.4 70.4 0.0 

等価騒音レベル 

の時間区分値 

昼 70 70  

夜 68 68  

 

 

 

（修正届添付資料 P136） 
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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) 工事用車両の走行による道路交通騒音 

工事用車両等の走行による道路交通騒音の予測結果を表 4.3-4(1)～(2)に示します。騒音の増加

分は作業時間中および前後で 0.3dB 以下と予測されます。 

 

表 4.3-4(1) 工事用車両の走行による道路交通騒音の予測値(舞岡上郷線) 

単位：dB 

 
Ｄ 舞岡上郷線 評価書との 

差異 

（増加量） 

平日 

時間帯 H23 年 推計結果 予測値 増加量 

工
事
用
車
両
の
走
行
時
間
帯 

6 時～ 71.0  71.0  0.0  0.0  

7 時～ 70.4  70.5  0.1  0.0  

8 時～ 69.6  69.8  0.2  0.0  

9 時～ 69.6  69.9  0.3  0.1  

10 時～ 69.6  69.8  0.2  0.0  

11 時～ 69.2  69.5  0.3  0.1  

12 時～ 69.6  69.9  0.3  0.1  

13 時～ 69.5  69.7  0.2  0.0  

14 時～ 69.3  69.6  0.3  0.1  

15 時～ 68.9  69.2  0.3  0.1  

16 時～ 69.1  69.4  0.3  0.1  

17 時～ 68.7  68.8  0.1  0.0  

18 時～ 69.1  69.1  0.0  0.0  

19 時～ 68.8  68.8  0.0  0.0  

20 時～ 68.5  68.5  0.0  0.0  

21 時～ 68.4  68.4  0.0  0.0  

22 時～ 68.3  68.3  0.0  0.0  

23 時～ 67.7  67.7  0.0  0.0  

0 時～ 65.9  65.9  0.0  0.0  

1 時～ 65.5  65.5  0.0  0.0  

2 時～ 65.0  65.0  0.0  0.0  

3 時～ 66.1  66.1  0.0  0.0  

4 時～ 67.6  67.6  0.0  0.0  

5 時～ 70.0  70.0  0.0  0.0  

等価騒音レベル 

の時間区分値 

昼 70 70 ― ― 

夜 67  67 ― ― 

評価書との差異 

昼 0 0 ― ― 

夜 ▲1 ▲1 ― ― 

※H23 年推計結果は、評価書の現況調査結果を基に、H23 年の自動車交通量による騒音レベルを推計し

たものです。 

（修正届添付資料 P137） 
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４．神奈中車庫前交差点評価について 

 

１）交差点需要率※1の算定方法について 

地域社会（交通混雑）における将来交通量は、将来基礎交通量を平成 23 年調査と直近の交通センサ

スの推移等から算定し、供用時の発生集中交通量を新事業計画に合わせて算定して予測しました。 

飽和交通流率については、評価書と同様に「平面交差の計画と設計」の計算方法で評価書時の実測値

を用いて算定しました。 

なお、神奈中車庫前交差点においては、評価書時以降に信号の制御方法が変わり、押しボタン歩車分

離式信号となりました。そのため、交差点需要率の計算では、歩行者による赤時間を全て損失として計

算しています。 

今回、交差点の処理能力の上限を示す限界需要率※2 を神奈中車庫前交差点において算出したところ、

限界需要率 0.767 でした。当該交差点の現状（H23 年）休日の交差点需要率は 0.780 であることから、

現状で渋滞が発生していることの理論上の整合は図られていると考えます。 

しかしながら、実測値が評価書時のものであること等から、再度交通量調査を実施し、将来交通量及

び飽和交通流率を算定したうえで、改めて交差点需要率についての予測・評価を行いたいと考えていま

す。 

※1：交差点需要率とは、各現示の需要率の合計値で、交通量を捌くことができるか否かの判定に用いられ、交差点需

要率が 0.9 程度を超えると交通量を捌くことができなくなり捌け残りが生じます（過飽和状態）。 

※2：限界需要率とは、「（サイクル長－損失時間（黄色＋赤色））/サイクル長」で算出される値であり、交差点の

処理能力の上限を示します。 

 

２）神奈中車庫前交差点の改良について 

事業計画の縮小に伴い、供用後における休日の交差点需要率は評価書（交差点需要率 0.939）よりも

下回りましたが、新事業計画における交差点需要率が 0.903 であることから、現状より悪化することに

なります。したがって、表 4-1 にも示すとおり評価書時と同様に交差点の改良を行うこととしました。 

また、改良計画については、評価書 P555 と同様に考えており、交通量調査の再実施後には改良計画

の交差点需要率についても予測・評価を行います。 

表 4-1 神奈中車庫前交差点改良ついての審査書に対する対応状況 

第 1章 審査書に対する対応状況 

1.2 個別的事項 （2）環境影響評価項目 イ 存在・供用時 （イ）地域社会 

（修正届添付資料 P11）

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。 
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環境影響評価書 P555 

交通混雑に対する環境保全対策について（No.1 交差点（神奈中車庫前交差点）） 

舞岡上郷線と環状4号線が交差する神奈中車庫前交差点は、現況においても渋滞が頻発しており、

本事業により交通量が増大すると、渋滞の発生にさらに影響が出ると予測されております。 

現在、当該交差点のＡ断面流入部は左折車・直進車混在レーンの１車線となっていますが、この

流入部（下図 点線枠部）を左折専用レーンと直進専用レーンの 2車線に改良し、青表示時間を渋

滞の激しい朝比奈側の右折に振り分けることで、朝比奈側の渋滞を緩和させる計画を関係各局に相

談しております。（平成 19 年 5 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 神奈中車庫前交差点（現況）

 

 

 

図 神奈中車庫前交差点改良計画案 

 

 

  

至 環状 3号線 

至 朝比奈 

至 本郷台駅 

流入側改良検討 

現況 改良案 

舞
岡
上
郷
線 

舞
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上
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環状 4号線 環状 4号線 

環状 4号線 
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至 本郷台駅 至 本郷台駅 至 朝比奈 至 朝比奈 
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５．地域概況について 

 

植物・動物の状況について、補足説明及び修正届添付資料第 6章の修正案を提示します。 

 

①植物・動物の情報について 

環境影響評価書（平成 19 年 6 月作成）以降の動植物に関する情報は、表 5-1 のとおり地域の概況に

記載しました。 

表 5-1 修正届添付資料/第 6章地域の概況 

平成 25 年 12 月現在における地域の概況（修正届添付資料 P275） 

植物・動物の状況 

○自然環境保全基礎調査のデータ 

更新はありません。 

○横浜市、NPO 等による調査データ 

・植物 

平成 22 年 10 月に NPO より貴重種（タカネマスクサ、クサネム）の保護要請がありました。

（事業者確認済） 

植物群落については、土地の改変等がないため、状況に変化はないものと考えます。 

・動物 

平成 20 年 1 月に NPO よりカヤネズミの巣が確認されたとの報告がありました。 

（事業者確認済） 

 

②修正届添付資料第 6章の修正案 

修正届添付資料 P207 

4) 植物・動物の状況 

周辺地域の既存資料（自然環境保全基礎調査）については、評価書時からデータが更新され

ていません。 

事業計画地付近については、横浜市及び NPO による調査が実施されており、評価書時以降の

注目種の生息（育）状況等が確認されていますが、環境影響評価時及びその後に事業者が確認

している状況から大きな変化はなく、周辺に大規模な開発事業等も存在しないことから、生息

（育）環境及び生態系について著しい変化はないものと判断します。 

 

 

 

修正案 

4) 植物・動物の状況 

事業計画地付近については、NPO による調査が実施されており、評価書（平成 19 年 6 月作成）

以降にも注目種の生息（育）状況等について報告をいただき確認をしました。NPO より保護要

請等をいただいた動植物については、立入防止柵の設置や草刈り時期の調整等、保全措置を行

っています。 

また、事業計画地内及び周辺に大規模な土地利用転換もないことから、生息（育）環境及び

生態系について著しい変化はないものと判断します。 
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６．地球環境への負荷に対する配慮について 

 

評価書においては、環境影響配慮項目として「温室効果物質(二酸化炭素）」を選定し、配慮方針及び

措置を表 6-1 のとおり定めました。（評価書 P595～P604） 

表 6-1 環境影響配慮項目（評価書 P598,P604） 

区 分 配慮方針（評価書 P598） 配慮措置（評価書 P604） 

工事中 

施工計画にあたっては、排出ガス対策型機械

を採用するよう検討します。また、現場にお

ける作業員の教育等を通して、工事関係車両

の不要なアイドリング、急発進、急加速、空

ぶかし等をなくすよう徹底し、二酸化炭素の

排出削減を図ります。 

工事中の措置として、可能な限り排出ガス対

策型の建設機械を採用するよう施工計画を検

討します。また、工事関係車両には、制限速

度の厳守や不要なアイドリング、急発進、急

加速、空ぶかし等をなくすよう職場教育を実

施することによって二酸化炭素の発生抑制を

図ります。 

供用時 
駐車待ちの車両のアイドリング待機を防ぐた

めに、十分な駐車場を計画します。 

店舗駐車場にアイドリングストップの看板等

を掲げ、アイドリングストップを励行します。

また、店舗施設の搬入車両等に関しては、可

能な限り低公害車の使用を促し、二酸化炭素

の発生抑制を図ります。 
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新事業計画においても、温暖化対策のため表 6-2 のとおり地球環境への負荷の軽減を目的として、環

境配慮事項を定めました。（都市計画提案/平成 26 年 1 月提出/環境等への検討に関する資料） 

また、温室効果ガスの排出量削減を図るためにも再生可能エネルギーの導入を予定しており、その導

入率を試算したものを次頁に示します。 

表 6-2 都市計画提案における環境等への検討に関する資料（4地球環境等） 

項目分野 検討された内容についての記述 

（１） 

省エネルギー性能 

・全ての建築物の省エネルギー基準への適合を目指す。 

・事業者が建設を計画する建築物については、高効率給湯器を導入す

る。その他の建築物については、導入を目指す。 

・戸建住宅地への HEMS の導入を目指す。 

・「住まいの各種相談室」を設置し、地権者の戸建住宅のスマート化を

支援する。 

（２） 

再生可能エネルギー

・事業者が建設を計画する建築物 

（商業施設） 

太陽光発電設備を導入する。 

（建築面積の 20％の太陽光発電施設（パネル）の設置。） 

大気熱利用ヒートポンプを導入する。 

地中熱利用を目指す。 

（クリニックモール） 

太陽光発電設備を導入する。 

大気熱利用ヒートポンプを導入する。 

・地権者が建設を計画する建築物 

（沿道店舗、事務所） 

太陽光発電設備の導入を目指す。 

大気熱利用ヒートポンプの導入を目指す。 

（集合住宅、戸建住宅） 

太陽光発電設備の導入を目指す。 

・「住まいの各種相談室」を設置し、地権者の戸建住宅のスマート化等

を支援する。 

（３）  

脱温暖化 

・事業者が建設を計画する建築物 

（商業施設、クリニックモール） 

CASBEE 横浜 Aランク以上。 

・地権者が建設を計画する建築物 

（沿道店舗、事務所、集合住宅） 

CASBEE 横浜の届出が必要な建築物、B＋ランク以上。 

（戸建住宅） 

戸建 CASBEE 横浜の届出奨励。 

・「住まいの各種相談室」を設置し、地権者の CASBEE 横浜の届出を支

援する。 
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以下に、都市計画提案で検討した再生可能エネルギーの導入率の試算を示します。 

 

①事業者が建設予定の建物計画（A1,A2：商業施設、クリニックモール）による算定 

年間消費エネルギー量    ：57,164,000（MJ・年) 

導入予定再生可能エネルギー量：13,796,000（MJ・年) 

②地権者返還用地等（A3,A4,B,C1）の想定建物計画による算定 

＜試算Ⅰ：事業者が想定する建物計画による試算＞ 

年間消費エネルギー量    ：35,065,000（MJ･年） 

導入目標再生可能エネルギー量：5,667,000（MJ・年) 

＜試算Ⅱ：用途地域・地区計画の制限範囲の中で消費エネルギー量が 大となる場合の試算＞ 

年間消費エネルギー量    ：74,110,000（MJ･年） 

導入目標再生可能エネルギー量：16,280,000（MJ・年) 

③再生可能エネルギーの導入率 

地権者返還用地等において太陽光発電の設置やヒートポンプの導入が目標のとおり実施され

た場合の開発区域全体の再生可能エネルギー導入率は以下のとおりです。 

＜試算Ⅰ＞ 

年間消費エネルギー量    ：57,164,000＋35,065,000＝92,229,000（MJ･年） 

導入目標再生可能エネルギー量：13,796,000＋5,667,000＝19,463,000（MJ･年） 

再生可能エネルギーの導入率 ：21.1％ 

＜試算Ⅱ＞ 

年間消費エネルギー量    ：57,164,000＋74,110,000＝131,274,000（MJ･年） 

導入目標再生可能エネルギー量：13,796,000＋16,280,000＝30,076,000（MJ･年） 

再生可能エネルギーの導入率 ：22.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 用途地域及び地区計画区域図（修正届添付資料 P25） 
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７．盛土造成について 

 

１）他地区の土を搬入することによる環境への影響について 

 

①土の搬出入に関係する法令について 

造成計画において不足している盛土材は、他の工事現場から発生する建設発生土を再利用する予定で

す。建設発生土とは、土木工事や建築工事において造成や構造物等を造る際に地面を掘削することで発

生する土のことです。 

当該地に係る土の搬出入に関係する法令を表 7-1 に示します。 

表 7-1 土の搬出入に関係する法令 

法令等 適用基準 

土壌汚染対策法 

3,000 ㎡以上の土地の形質変更を行う場合、着手 30日前までに市長

に届出をする。 

対象地において特定有害物質による土壌汚染のおそれがあると市長

が認めた場合は、土壌汚染状況調査の実施及び結果報告を命ずるこ

とができる。 

横浜市生活環境の保全等 

に関する条例 

2,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満の土地の形質変更を行う場合、着手 30日

前までに市長に届出をする。土壌汚染対策法と同様の判断基準で対

象地の所有者等に調査の実施及び結果報告を命ずることができる。

神奈川県土砂の適正処理 

に関する条例 

建設工事又はストックヤードの区域から 500 立方メートル以上の土

砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、

知事への届出をする。 

一定規模以上の埋立、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合は、

知事の許可が必要。 

 

②土砂搬入による汚染防止について 

土砂の搬入にあたっては、受入条件として、土壌汚染対策法で定める特定有害物質による汚染が土壌

溶出量基準及び土壌含有量基準以下であることを確認した土砂とします。 

 

③生息環境への影響について 

建設発生土は、再利用土としての品質を確保するために、発生現場にて草木の根や落葉等が混入して

いる表土を除去します。したがって、搬入土による他地区の種子等の混入は、表土を除去した土砂を使

用するため可能性は低いと考えます。 

また、造成緑地の植栽等には、できるだけ当該地の表土を活用し良好な緑化を図ります。 
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２）都市計画道路西側の特性に対する影響について 

 

都市計画道路西側における造成計画区域内は、従前の現地調査において、湧水が発生しホタル等の注

目すべき種が生息する環境であること、また、文化財の状況調査において、埋蔵文化財である製鉄跡が

分布することを確認しており、環境影響評価項目に選定し保全措置を計画しました。 

 

①動植物に対する保全措置 

大径木、希少種、ホタル等については、評価書において大径木の移植計画、注目すべき植物種の移植

計画、ホタルの保全計画等に関する保全計画を策定しました（評価書 P79～P85）。 

また、審査書に対する対応状況に記載したとおり、新事業計画においても都市計画道路西側の動植物

については、移植等による保全措置を計画しています。 

表 7-2 動植物に対する保全措置等 

第 1章 審査書に対する対応状況 

1.2 個別的事項 （2）環境影響評価項目 ア 工事中 （イ）植物・動物 

（修正届添付資料 P8～P9）

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。 

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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表 7-2 動植物に対する保全措置等 

第 1章 審査書に対する対応状況 

1.2 個別的事項 （2）環境影響評価項目 イ存在・供用時 （ｱ）植物・動物 

（修正届添付資料 P10）

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。 

 

②湧水の流れについて 

湧水の現状の流れは、仮調整池に設置された集水桝から排水管を経由して東側の水路に合流していま

す。造成後も、地下水の遮断等は行わずに湧水が発生している付近に集水桝を設け、排水管を経由して

東側の水路に流下させる計画としています。 
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③製鉄遺構に関する対策 

製鉄遺構については、新事業計画においても以下のとおり環境保全のための措置を予定しています。 

 

評価書 P577～P580 

5.13 文化財 

5.13.3 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 

環境保全のために、以下の措置を予定しています。 

1) 埋蔵文化財については、工事実施に先立って関連部局と事前協議を行い、事前調査を行った

上で適切な措置をとるものとします。 

2) 文化財に準じる文化的価値があると思われるものについては、改変を行わず存置する計画と

します。 

 

２．予測 

3) 予測結果 

(1) 工事中 

図 5.13-2（影響を受ける埋蔵文化財）に示すように No.1（上郷深田遺跡）および No.4 は、本

事業計画における土地改変を受ける箇所（開発区域）に該当します。土地改変を受ける箇所につ

いては、掘削工事等による埋蔵文化財の破壊が予測されます。 

工事実施に先立っては、横浜市教育委員会等、関連部局と埋蔵文化財の取扱いについて事前協

議を行い、事前調査を行った上で、地区除外（計画区域からの除外）、現状保存（計画区域に含

めるが、公園緑地に取り込む等により保存を図るもの）、記録保存（発掘調査を行って記録を残

すもの）といった処置をとっていきます。 

その他の埋蔵文化財等については、開発行為申請予定区域外に存在する、または保全のために

土地改変を行わない箇所（No.3、5～9）となっているため、本事業の工事による影響はないと予

測します。 

なお、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、教育委員会等関連部局と協議するとと

もに、速やかに所定の届出等の手続きを行うこととします。 
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３）盛土施工計画について 

当該地の造成工事は、開発行為許可を取得してから実施するもので、開発技術基準や宅地造成技術基

準を準拠します。 

宅地造成技術基準における盛土造成の設計基準と施工管理に関する基準を準拠するほか、宅地防災マ

ニュアル等も活用し、良好な盛土地盤を形成するための施工計画書を作成してから工事を実施します。 

宅地造成技術基準（設計編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（宅地造成の手引/横浜市建築局 より抜粋） 

宅地造成技術基準（施工編） 

 

 

 

 

 

 

（宅地造成の手引/横浜市建築局 より抜粋） 
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図 7-1 断面位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 A-A 断面図 
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①盛土内の地下水処理について 

盛土内に浸透する降雨や地山からの浸出水等に対しては、盛土地盤全体の安定を保つために、盛土の

下部に排水管を設置し余分な地下水を排除します。 

 

 

 

 

 

 

図 7-3 盛土内の地下排水処理工 

 

②液状化について 

横浜市の液状化マップにおいて当該地の一部が対象地に含まれていました。深田という地名のとおり

地下水位が高いことが要因と考えられます。舞岡上郷線建設工事においても地盤対策工を行っており、

当該造成工事においても、事前に地盤調査等を実施し、対策工を検討いたします。 

 


