
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 
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配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

4.1 環境情報提供書及び配慮市長意見を総合的に検討して変更した配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」の「別記 事業別の配慮事項 ８ 高層建築物の建設」に掲げられている各配

慮事項から、本事業の事業特性や地域特性を踏まえて配慮事項を選定しました。 

また、選定した配慮事項について、本事業で検討した計画段階配慮の内容を表 4.1-1(1)～(7)の右

欄に記載しました。 

計画段階配慮書の取りまとめ以降、北口地区再開発協議会が設立され隣接事業の検討が進むことと

なりました。 

隣接事業で検討を進める計画建築物は延べ面積が 50,000㎡未満の計画建築物となり、「横浜市環境

影響評価条例」の高層建築物の第１分類事業、第 2 分類事業に該当しない規模の計画建築物ですが、

解体・建設工事の時期が本事業と重なる事業であることから、隣接事業の計画建築物が与える影響に

ついても可能な限り本事業の計画する高層建築物の影響に加え、本書を取りまとめます。 

また、配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮の内容を一部見直して本書を取り

まとめます。 
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表 4.1-1(1) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(1) 計画地の選定や施

設配置等の検討にあ

たっては、地形や周辺

の土地利用状況等を

踏まえ、周辺環境への

影響を少なくする。 

「生物多様性横浜行

動計画」等に基づき、

生物の生息生育環境

の保全や景観機能等

を考慮し、まとまりや

連続性のある農地・樹

林地、源流域、貴重な

動植物の営巣・生育地

等の分断、改変を避け

る。 

また、脱炭素化の実現

に向けて、「横浜市地

球温暖化対策実行計

画」等に基づき、温室

効果ガスの排出抑制

を事業のあらゆる場

面で実施するように

計画段階から検討す

る。 

○ 

対象事業実施区域は、コンセプトプラン及び実施方針のほ

か、「横浜市景観ビジョン」、「関内・関外地区活性化ビジョン」

等の上位計画を踏まえ、計画建築物が関内地区の新たな玄関口

としての街並みを形成するように計画します。 

また、本事業の計画建築物は、市道関内本牧線第 7002 号北

側対岸の道路境界から約 50mセットバックするとともに、低層

部に比べて旧横浜市庁舎街区側及び隣接事業側、JR関内駅側の

高層部をセットバックさせる計画とすることで風環境にも配

慮した配置計画とし、高層部においては周辺の街並みとの調和

にも配慮し、分節化による外装デザインも検討します。 

本事業では、対象事業実施区域に含まれる市道山下町第 3号

線の一部、市道山下町第 4号線、市道山下町第 6号線、市道山

下町第 7号線の一部及び市道山下町第 9号線の廃道し、市道関

内本牧線第 7002 号沿いに再編することで、市道関内本牧線第

7002 号沿いに交通広場を整備し、「観光・集客」に資する交通

機能（羽田空港や他都市、観光地とのアクセス向上及び都心臨

海部の回遊性向上）の導入を検討します。 

なお、対象事業実施区域には、まとまりや連続性のある農地・

樹林及び源流域はありません。 

また、「神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006」に記載

された神奈川県の絶滅の恐れのある地域個体群や鳥獣保護区

の指定はありません。 

横浜市の調査によると、対象事業実施区域はイタドリ、イヌ

タデ、エノコログサ等の植物の生育が推定されますが、これら

の中には、環境省レッドリスト 2020 や神奈川県レッドデータ

ブック 2022<植物編>で選定された重要な植物は含まれていま

せん。 

本事業の緑化計画における樹種の選定にあたっては、地域の

潜在自然植生の他、「京浜の森づくり事業 協働緑化の取組」に

示される「横浜京浜臨海部の自然植生」、「臨海部になじむ景観

形成樹種 一覧表」等を参考にできる限り郷土種の採用を検討

します。 

また、生物多様性の観点から、単一種や同一規格による大規

模な植栽を避けつつ、鳥や蝶等の生き物を誘致する樹種・配植

に配慮した計画とし、供用後の適切な空間の維持を考慮して検

討します。 

横浜市では、低炭素型まちづくりを進めるため「横浜市地球

温暖化対策実行計画」等に基づき、2050年までの温室効果ガス

実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現を、本市の温暖化対策の目指

す姿（ゴール）としています。 

本事業では、低炭素型まちづくりに向けて、「横浜市地球温暖

化対策実行計画」等を参考として、LED 化をはじめとする温室

効果ガスの排出削減、公共交通機関の利用促進、高効率の熱源

機器の採用、地上部の緑化等の緑の創出・育成の促進、太陽光

発電等の再生可能エネルギーの導入等、供用後を含めた事業の

様々な場面で温室効果ガス排出の抑制に資するよう配慮した

計画を検討します。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(2) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(2) 計画地及びその周

辺の自然環境、社会

文化環境等について

の情報を収集し、環

境資源等の現況把握

を行う。 

 

○ 

配慮書の作成を通じて、地域の概況について情報を収集し、現

況の把握を行いました。 

対象事業実施区域内には、文化財や保安林等の重要な森林とい

った、特筆すべき環境資源等は存在しませんが、「横浜市景観計

画」等において関内地区の玄関口としての活気と賑わいのある景

観創出が求められることに加え、ゆとりある空間の形成が求めら

れており、本事業ではこれらに配慮した計画を検討します。 

また、隣接する旧横浜市庁舎街区の環境影響評価の結果等にも

配慮した事業計画となるように努めます。 

 

(3) 工事計画の策定に

あたっては、計画段

階から安全な工法や

工程等を検討し、市

民への情報提供に努

める。 

 

 

 

 

 

○ 

本事業の工事計画の策定にあたっては、安全に配慮した工法や

建設機械及び工事用車両の集中を回避した工程等を検討すると

ともに、標識の設置等により来街者や近隣住民等への情報提供を

行います。 

JR 根岸線、横浜市営地下鉄ブルーラインの関内駅や横浜スタ

ジアム、にじいろ保育園関内等の近隣施設や近隣住民等に対し

て、本事業の工事計画に係る情報提供を行います。 

対象事業実施区域の地下には横浜市営地下鉄線が運行してお

り、関係官庁及び埋設インフラ企業との事前打合せを行い、悪影

響を与えない工事計画を立案し、管理していきます。 

また、対象事業実施区域は埋立地であるため、工事計画の検討

にあたっては、適切な時期にボーリング調査を実施し、結果を踏

まえた工法や具体的な対策を検討します。 

本事業の工事の実施にあたっては、仮囲いを設置する他、工事

用車両の出入りする時間帯においては原則として車両出入口に

交通誘導員を配置することで、歩行者や一般通行車両の安全に配

慮する計画とします。 

必要に応じて仮設歩道を設け、安全で円滑な歩行空間を確保す

るよう計画するとともに、「工事中の歩行者に対するバリアフリ

ー推進ガイドライン」を参考にして、歩行者に対するバリアフリ

ーの推進に努めます。 

本事業と隣接事業及び旧横浜市庁舎街区の工事時期が重なる

場合には、工事情報の共有を行い必要に応じて工事用車両の集中

による影響の回避に努めます。 

 

(4) 環境負荷低減や、

水とみどりの環境形

成に関する法令や条

例、指針等を遵守す

る。 

 

 

 

 

○ 

本事業では、「横浜市環境管理計画」等の上位計画を踏まえ、

計画建築物が関内地区の新たな玄関口としての街並み形成、都心

部における緑の創造・生物多様性への配慮、低炭素化に加え、環

境関連の法令、条例、指針等に従い環境の創造や環境負荷低減に

資する計画とします。 

また、高効率の熱源機器の採用、地上部の緑化、BEMS等による

エネルギーの効率的運用等、様々な環境配慮事項に取り組み、建

築環境総合性能評価システム（CASBEE 横浜）の A ランク以上の

取得を目指します。 

 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(3) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
計
画
に
係
る
配
慮
事
項 

(5) 生物の生息・生育

の場の提供、良好な

景観形成、雨水の浸

透・貯留、ヒートア

イランド現象の緩

和、防災・減災、さ

らには人々が交流し

活動する場など、多

様な機能を持つグリ

ーンインフラの保

全、活用を図るとと

もに、雨水の有効利

用などによる健全な

水循環の創出に努め

る。 

 

○ 

現在、対象事業実施区域には、市道山下町第３号線、市道山下

町第 7号線、市道関内本牧線第 7002号上に街路樹が植栽されて

います。 

本事業の緑化における樹種の選定にあたっては地域の潜在自

然植生に配慮し、できる限り郷土種を採用する計画を検討してい

く他、生物多様性の観点から、単一種や同一規格による大規模な

植栽を避けつつ、鳥や蝶等の生き物を誘致する樹種・配植に配慮

した計画とし、供用後の管理については入居者・地域住民と連携

を図り、適切な空間の維持を考慮して検討します。 

給排水・供給施設計画として雨水の使用は計画していません

が、緑化による良好な景観形成、環境配慮型舗装である保水性舗

装等の導入を検討し、雨水の浸透・貯留、ヒートアイランド現象

の緩和、防災・減災、水循環の創出に資するよう検討を進めます。 

本事業では市道山下町第 7 号線の歩行空間としての整備や対

象事業実施区域の隣接事業との敷地境界側への広場空間の整備

等、一般の人々が通行可能な歩行空間、交流し活動する場として

の滞留空間となる広場空間を整備します。 

地上部緑化による緑陰の創出に加え、計画建築物低層部の屋上

に植栽帯を設け建物低層部からの雨水流出抑制を検討する等、グ

リーンインフラの保全・活用を図ります。 

対象事業実施区域内の市道の再編が行われるため、廃道とな

る市道山下町第３号線や市道山下町第 7 号線の一部に位置する

サクラやイチョウの街路樹の撤去が行われる場合、生育状況を

確認したうえで、移植の可能性について関係機関と協議して検

討します。 

また、廃道とならない市道山下町第３号線に位置する街路樹

に撤去が生じる場合は、代替となる街路樹の植栽を検討します。 

 

(6) 低層部の屋上や壁

面、敷地の緑化を図

り、生物の生息生育

環境の確保に努め

る。緑化に際しては、

郷土種中心の多様な

植物の植栽など、生

物多様性の保全と創

造に努める。 

 ○ 

「横浜みどりアップ計画（2019-2023）」や「横浜市環境管理計

画」等に基づき、以下の配慮を行います。 

・本事業では「緑の環境をつくり育てる条例」で必要とされてい

る緑化率（5%以上）に横浜市市街地環境設計制度の運用基準に

定められる 1.5を乗じた割合（7.5%以上）の緑化率を確保する

ことで、既存の建築敷地の緑化が乏しい対象事業実施区域に新

たな緑を十分に創出し、環境形成を図ります。 

・本事業の樹種の選定にあたっては、地域の潜在自然植生に配慮

し、できる限り郷土種の採用を検討します。 

・生物多様性の観点から、単一種や同一規格による大規模な植栽

を避けつつ、鳥や蝶等の生き物を誘う誘鳥木や食草の樹種・配

植に配慮し、供用後の管理については、入居者・地域住民と連

携を図り、適正な空間の維持に努めます。 

・対象事業実施区域周辺の特性から、緑化等で誘致できる動物種

は、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロといった鳥類やアゲハチ

ョウ類等、都市部で一般的にみられ、移動（飛翔）能力のある

鳥類、昆虫類に限定されると考えます。従来、地域に生息して

いる鳥類、昆虫類を誘う誘鳥木や食草の配植に配慮した緑化計

画を検討します。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。  
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表 4.1-1(4) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
計
画
に
係
る
配
慮
事
項 

(7) 高性能な省エネル

ギー型機器の導入な

どによりエネルギー

使用の合理化を図

る。また、太陽光発

電設備などの再生可

能エネルギーや、廃

熱の有効利用などの

未利用エネルギーの

積極的な活用に努め

る。 

○ 

本事業では、以下の省エネルギー機器や環境制御技術・建築技

術の導入を検討し、太陽光エネルギー等の再生可能エネルギーの

導入について検討を進め、運用エネルギーの低減を図ります。 

・自然採光の活用、LED照明の採用 

・明るさセンサ等を活用した昼光利用による照明負荷の削減 

・Low-Eガラスの採用等による熱負荷低減 

・高効率電気機器等の採用 

・BEMS等によるエネルギーの効率的運用 

また、低炭素電気の選択も含め、用途の混在する施設において

統合的なエネルギーマネジメントにより、建物全体で低炭素まち

づくりに貢献できるような配慮を検討します。 

(8) 使用する電気は低

炭素電気を選択する

よう努めるととも

に、建設資材や設備

等の確保に際しては

グリーン購入を図

る。 

○ 

脱炭素化に向けて、横浜市が公表している低炭素電気普及促進

計画書兼報告書の情報を参考として、継続的に CO2排出係数の低

い電力の使用を検討していくとともに、建築資材や設備の確保に

ついては、積極的にグリーン購入を図ります。 

また、低炭素電気の使用を含め、用途の混在する施設において

統合的なエネルギーマネジメントにより、建物全体で低炭素まち

づくりに貢献できるような配慮を検討します。 

(9) 次世代自動車の積

極的な導入や公共交

通等の利用促進など

により、運輸部門に

おける二酸化炭素の

排出抑制に努める。 

 

○ 

本事業の工事中の掘削にあたっては、今後施工方法について詳

細の検討を進めていく中で、搬出土の発生量を極力低減する検討

を行います。また、運搬距離低減のため、可能な限り近隣の建設

工事現場で使用できるよう検討します。 

「横浜市環境管理計画」では、環境目標の一つとして、『徒歩

や自転車、公共交通を中心とした、人やモノが移動しやすく環境

にやさしい交通・物流環境を形成します。』が掲げられておりま

す。 

対象事業実施区域は JR 根岸線及び横浜市営地下鉄線の関内駅

に近接する立地であり、本事業で整備を行う交通広場が公共交通

等の利用促進に貢献する交通結節拠点としての役割を担うこと

になります。 

また、本事業の駐車場内には電気自動車の充電設備の設置を検

討します。 

従業員には原則として公共交通機関による通勤を推奨し、施設

利用者へ対しては、施設供用後の案内看板やパンフレット等で公

共交通機関の利用を呼びかけ、二酸化炭素の排出抑制に努めま

す。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(5) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
計
画
に
係
る
配
慮
事
項 

(10) 建設、運用、更新、

解体処分など、ライ

フサイクルを通し

て、また工作物の長

寿命化により、排出

される温室効果ガス

の抑制に努める。 

 

○ 

「第 7次横浜市産業廃棄物処理指導計画」の取組を推進し、本

事業の工事中及び更新時においては、建築資源の節約を図るとと

もに廃棄物の分別徹底や建設汚泥の適正な処理・処分、再使用及

び再生利用の促進を図り、木材代替型枠やリサイクル材等のエコ

マテリアルの活用、建設機械については、排出ガス対策型建設機

械、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械を積極的に採用しま

す。 

この他、BEMSの運用・導入等により、供用後においてもライフ

サイクルを通して排出される温室効果ガスの抑制に努めます。 

また、運用エネルギーの低減策について、エネルギー使用量を

把握し、最善技術、製品の採用を検討し、適宜運用改善を図るよ

うに努めます。 

(11)微気候に配慮し、

人工排熱の抑制や緑

化、保水性舗装、遮

熱性舗装などの採用

により、ヒートアイ

ランド現象の抑制に

努める。 

 

○ 

高層部の配置を検討し、隣接事業や旧横浜市庁舎街区の計画建

築物と隣棟間隔を確保することで、風の通り道を確保することを

検討します。 

また、Low-Eガラスの採用や様々な省エネルギー対策による本

事業の建築物からの排熱抑制に努めます。 

さらに外構計画では、環境配慮型舗装である透水性舗装や保水

性舗装等を導入する、クールスポットとなる緑陰を効果的に形成

させる樹木の適切な配植をする等、「暑さをしのぐ環境づくりの

手引き」を参考とした積極的なヒートアイランド対策の検討を行

い、継続的に適正な機能を果たすような維持管理に努めます。 

また、本事業の排熱位置については歩行者に配慮して、高層部

の屋上又は中間階の計画を検討します。 

(12)街の個性や街並み

の特徴を把握し、建

物外観の色彩や材

質、建物の形態・高

さ等について、周辺

建物との連続性や後

背地との調和を図

る。 

 

 

 

 
○ 

 「横浜市景観計画」、「横浜市景観ビジョン」等の横浜市のまち

づくり方針を踏まえ、関内地区の玄関口として活気と賑わいのあ

る景観、ゆとりある空間形成が求められており、対象事業実施区

域内では、新たな玄関口にふさわしい交通機能を強化する交通広

場を市道関内本牧線第 7002 号沿いに配置する計画としていま

す。 

交通広場には、「観光・集客」に資する交通機能（羽田空港や

他都市、観光地とのアクセス向上及び都心臨海部の回遊性向上）

の導入を検討します。 

また、旧横浜市庁舎街区に接する市道山下町第 7号線に地上部

の歩行空間を整備することで、後背地へ至る歩行空間の連続性を

高めます。 

本事業の計画建築物は、市道関内本牧線第 7002 号北側対岸の

道路境界から約 50mセットバックするとともに、低層部に比べて

旧横浜市庁舎街区側及び隣接事業側、JR 関内駅側の高層部をセ

ットバックさせる計画とすることで風環境にも配慮した配置計

画とします。 

低層部を張り出し、高層部は長大な壁面とならないように高層

部壁面の横方向での分節等による外装デザインを検討すること

で、周辺の街並みとの調和に配慮します。 

以上により、周辺建物との連続性や後背地との調和を図りま

す。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(6) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
計
画
に
係
る
配
慮
事
項 

(13)大雨や洪水、高潮

等による浸水が想定

される区域において

建物に地下空間を設

ける場合は、地下空

間の用途及び規模を

考慮し、浸水を可能

な限り生じさせない

構造や避難設備の採

用に努める。 

 

 

 

○ 

「神奈川県津波浸水想定図」によると、対象事業実施区域は、

最大クラスの津波をもたらすと想定される地震時の津波による

浸水深※が 1.0m 以上～2.0m 未満の浸水が生じる可能性があると

されており、平成 31年 4月 19日に神奈川県が指定した、想定し

得る最大規模の高潮である「高潮浸水想定区域図」によると、対

象事業実施区域は、高潮による浸水深が 3.0m 未満の浸水が生じ

る可能性があるとされています。 

また、「中区内水ハザードマップ」によると、対象事業実施区

域は想定最大規模降雨（153mm/h）において、2cm～50cm程度の浸

水が想定されます。 

本事業では、計画建築物の地下に駐車場等を整備する計画であ

るため、浸水対策として防潮板の設置等を検討します。 

本事業の主要な機械室を 2階以上へ設置します。 

避難設備として、安全に避難を行うことができる避難階段を設

けます。 
※浸水深：陸上の各地点において、水面が最も深い位置にきたときの地

盤から水面までの高さ 

(14)駐車場整備にあた

っては、充電器等の

インフラ整備に努め

るとともに、配置等

については極力交通

集中の回避や、歩行

者の安全及び利便性

に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

○ 

本事業の駐車場の整備にあたっては、「横浜市駐車場条例」の

附置義務に基づき、200台程度の駐車台数を確保する計画とし、

駐車場内には電気自動車の充電設備の設置を検討します。 

また、自動車交通の円滑化、路上駐車の防止のため、駐車場へ

の適切な経路誘導に努める他、交通集中の回避のため、従業員は

原則として、公共交通機関による通勤を推奨していきます。 

関係車両の駐車場等への出入りについては、施設案内等による

施設利用者への周知により、歩行者の安全及び利便性に配慮し、

施設利用者へ対しては、施設供用後の案内看板やパンフレット等

で公共交通機関の利用を呼びかけ、極力交通集中の回避に配慮す

るように検討します。 

また、ユニバーサルデザインに配慮した歩行空間として、本事

業にて市道山下町第 7号線を、隣接事業で市道山下町第 5号線を

整備することで、歩行者の安全及び利便性に配慮した歩行者ネッ

トワークの形成に寄与します。 

ウォーカビリティの向上のため、地上部の歩行空間は高木植栽

等による緑陰の提供や低木植栽等を検討します。 

2 階部分で本事業及び隣接事業の計画建築物と旧横浜市庁舎

街区の計画建築物をデッキで接続することにより、横浜中華街や

元町等の地域とつながる歩行者ネットワークの形成に寄与しま

す。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(7) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
計
画
に
係
る
配
慮
事
項 

(15)風害、光害等の影

響を少なくする。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

本事業の風害対策としては、旧横浜市庁舎街区や隣接事業の計

画建築物の影響も考慮した風害等の対策について検討を行い、旧

横浜市庁舎街区や隣接事業に予定されている高層建築物との隣

棟間隔を確保するとともに、計画建築物の高層部をセットバック

し、高層部よりも低層部が張り出した形状とすることで高層建築

物からの吹きおろし風による地上部への直接的な流れ込みを抑

制させる効果を得ていきます。 

必要に応じて庇の設置や防風効果のある植栽の適切な配置を

検討し、隣接事業とも必要に応じて適切な対応を相談します。 

本事業の光害対策としては、「光害対策ガイドライン」等を踏

まえ、人に優しい外構照明の設置や、賑わいを演出し、安全性を

確保するために適切な照度設計を検討します。また、建物外壁に

ガラスを使用する際には、反射率の低いガラスの採用等による日

中の反射光についても検討し、日中・夜間の光害に考慮した計画

を行います。 

本事業の電波障害対策についても、施工時にクレーン未使用時

のブームを電波到来方向に向ける等の対策を適切に行う他、計画

建築物の影響により近隣からの相談があった際には調査等を実

施し、受信状況に応じた適切な対応を講じます。 

その他、停電・断水に関しても近隣からの相談があった際は、

調査等を行い、状況に応じた適切な対応を講じます。 

(16)地域の住民に親し

まれた施設の移転、

文化財の消滅・移転

及び地域の分断を避

ける。 

○ 

対象事業実施区域は古くからの業務集積地となり、築 40 年以

上経過している建物も多く、旧横浜市庁舎とともに関内地区の玄

関口としての都市景観を形成してきました。 

本事業では、隣接事業との間に JR 関内駅前の新たな滞留空間

となる広場空間を市道山下町第 3 号線の一部を廃道することで

創出します。本事業はコンセプトプランに定められる「緑の軸線」

に隣接し、市道山下町第 7号は、「将来のまちづくりを見据えた、

歩行者ネットワーク街路の強化」が位置づけられており、市道山

下町第 7号を歩行空間として整備することで、隣接する旧横浜市

庁舎街区との連続性向上や交通広場に至る歩行者の快適性向上

に寄与します。 

また、隣接事業では JR関内駅側の市道山下町第 5号線を歩行

空間として整備することで、JR 関内駅から横浜スタジアムや交

通広場に至る歩行空間の連続性、快適性を向上し地域の分断を避

ける検討をします。 

(17)廃棄物等の発生抑

制、再使用及び再生

利用を図る。 

 

○ 

「第 7次横浜市産業廃棄物処理指導計画」の取組を推進し、本

事業の工事中においては、廃棄物の分別徹底や建設汚泥の適正な

処理・処分、再使用及び再生利用の促進を図るとともに、木材代

替型枠やリサイクル材等のエコマテリアルの活用を検討します。 

本事業の既存建築物の解体にあたっては、事前にアスベスト含

有建材の調査を行い、アスベスト含有建材が存在していた場合に

は、関係官庁と協議し、アスベストの飛散防止措置を実施すると

ともに、法令等に基づいて適切に除去及び処分を行います。 

供用後においては、入居テナント等に対して廃棄物の発生抑制

や分別排出、再使用及び再生利用の徹底を促していきます。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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「横浜市環境配慮指針」に掲げられた事項のほかに、事業特性及び地域特性を踏まえ追加した配慮

事項及び配慮の内容は、表 4.1-1(8)に示すとおりです。 

 

表 4.1-1(8) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
を
踏
ま
え
追
加
し
た
配
慮
事
項 

(18)地震やそれに起因

する液状化等の災害

に対して、安全性へ

の影響を計画段階か

ら検討する。 

○ 

本事業の計画建築物には、制振構造の採用等を検討し、地震時

の建築物本体の損傷をできるだけ小さくするようにしていきま

す。また、制振装置等による対応が難しい長周期地震動を想定し

た検討も行います。 

「神奈川県津波浸水想定図」によると、対象事業実施区域は地

震時の津波による浸水深が 1.0m以上～2.0m未満の浸水が生じる

可能性があるとされています。 

そのため、本事業では主要な機械室の 2階以上への設置等を検

討します。 

また、計画建築物の地下に駐車場等を整備する計画であるた

め、浸水対策として防潮板の設置等による浸水対策を検討しま

す。 

液状化に対する配慮としては、対象事業実施区域内で支持層深

さや土質、地盤強度等の把握や解析に必要な地震波作成のための

データ取得を目的としてボーリング調査を実施し、地盤状況を把

握したうえで、設計上の適切な基礎形状、建物構造を検討します。 

災害に強いインフラの整備としては、災害時の電源供給を考慮

し、非常用発電機を 2階以上へ設置します。 

施設運営にあたっては、災害時の避難・誘導マニュアルを検討・

策定し、防災訓練を定期的に開催することで、避難・誘導手順、

滞留者や帰宅困難者への対応手順等の情報共有を検討します。 

 

 

(19)上記に加えて周辺

環境の向上に資する

対策を検討する。 〇 

本事業では周辺環境の向上に資する対策として、以下につい

て、検討を進めます。 

・「国際的な産学連携」「観光・集客」機能の誘導、新たな交通

結節点機能の強化等に資する、国際対応の多言語対応サイン

等を検討します。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.2 環境情報提供書の概要 

4.2.1 配慮書の縦覧等 

本事業の配慮書は、令和 3年 11月 25日に公告され、同日から令和 3年 12月 9日までの 15日間、

縦覧されました。 

配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表 4.2-1に示すとおりです。 

 

表 4.2-1 配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和3年11月25日から令和3年12月9日（15日間） 

縦覧対象区 中区 

縦覧場所 環境創造局 環境影響評価課 
中区役所 区政推進課 企画調整係 

 

4.2.2 環境情報提供書の概要 

配慮書に対し、環境情報提供書の提出はありませんでした。 
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4.3 配慮市長意見書に記載された市長の意見及び事業者の見解 

本事業の配慮書に対する、横浜市環境影響評価条例第 11条第 1項に規定する環境の保全の見地から

の配慮市長意見書の送付を、令和 4年 2月 8日に受けました。 

配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表 4.3-1に示すとおりです。 

計画段階配慮書の取りまとめ以降、北口地区再開発協議会が設立され隣接事業の検討が進むことと

となりました。 

隣接事業で検討を進める計画建築物は延べ面積が 50,000㎡未満の計画建築物となり、「横浜市環境

影響評価条例」の高層建築物の第１分類事業、第 2 分類事業に該当しない規模の計画建築物ですが、

解体・建設工事の時期が本事業と重なる事業であることから、隣接事業の計画建築物が与える影響に

ついても可能な限り本事業の計画する高層建築物の影響に加え、本書を取りまとめます。 

また、配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮の内容を一部見直して本書を取り

まとめます。 

配慮市長意見及び事業者の見解は、表 4.3-2(1)～(6)に示すとおりです。 

 

表 4.3-1 配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和4年2月25日から令和4年3月11日（15日間） 

縦覧対象区 中区 

縦覧場所 環境創造局 環境影響評価課 
中区役所 区政推進課 企画調整係 
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表 4.3-2(1) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

１ 全般的事項 (1)今後の事業の進展においては、

本市の最新の計画等と整合を図

るなど、適時、適切な配慮内容と

なるように努めてください。 

今後の事業の進捗に伴い、横浜市の

最新の計画等と整合を図るとともに、

適時、適切な配慮内容とします。 

(2)配慮事項に対する配慮の内容

について、適切に事業計画に反

映させるとともに、検討すると

している事項については、各々

の検討状況を方法書に記載して

ください。 

 また、相互に密接に関連する複

数の事項があることから、全体

的な視点で引き続き検討してく

ださい。 

 特に、緑化計画の策定にあたっ

ては、生物多様性への配慮、ヒー

トアイランド対策、風害対策、景

観への配慮など、可能な限り各

環境要素に対し効果的な計画と

なるよう検討してください。 

配慮事項に対する配慮の内容につい 

て、適切に事業計画に反映していきま

す。また、現時点での検討状況を方法書

に記載しました。 

本事業に隣接し、先行して計画が進む

旧横浜市庁舎街区や隣接事業といった

別事業も含め、相互に密接に関連する複

数の事項を網羅した全体的な視点で引

き続き検討します。 

緑化計画の策定にあたっては、できる

限り郷土種を採用していく他、生物多様

性の観点から、単一種や同一規格による

大規模な植栽を避けつつ、鳥や蝶等の生

き物を誘う誘鳥木や食草の樹種・配植に

配慮した計画とし、供用後の適切な空間

の維持を考慮して検討します。 

また、風害が生じる場合は周辺の景観

との調和にも配慮した樹種選定を行っ

た常緑樹高木による風害対策を検討し

ます。 

高木植栽によりクールスポットとな

る緑陰を創出することで、ヒートアイラ

ンド対策にも効果的な緑化計画となる

ことも検討します。 

(3)事業の計画、工事、供用の各段

階において、旧横浜市庁舎街区

の事業者と相互にコミュニケー

ションを図り、積極的な情報提

供や丁寧な説明に努めてくださ

い。 

本事業の計画、工事、供用の各段階に

おいて、旧横浜市庁舎街区や隣接事業の

事業者と相互にコミュニケーションを

図り、積極的な情報提供や丁寧な説明に

より、個別に進む事業が関内地区の玄関

口としての都市景観を形成し、環境に配

慮したより良い事業となるように努め

ます。 
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表 4.3-2(2) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(1)周辺環境への影

響、生物の生息生

育環境の保全や

温暖化対策への

配慮 

【配慮事項（1）】 

ア 隣接する旧横浜市庁舎街

区に係る事業と連携や調整

を行うようにしてください。 

旧横浜市庁舎街区や隣接事業の事業者

も含めた関係者等と連携し、今後十分調整

していきます。 

イ 交通広場について、交通結

節拠点としての役割が分か

るように方法書で具体的に

示してください。 

交通広場には図 2.2-2(2)（P2-9）に示す

「観光・集客」に資する交通機能（羽田空

港や他都市、観光地とのアクセス向上及び

都心臨海部の回遊性向上）の導入を検討し

ます。 

(2)環境資源等の現

況把握 

【配慮事項（2）】 

隣接する旧横浜市庁舎街区

において環境影響評価を実施

した結果等を有効に活用し、よ

り周辺環境に配慮した事業計

画となるよう努めてください。 

旧横浜市庁舎街区の環境影響評価を実

施した風害や地域社会（交通混雑・歩行者

の安全）及び景観等の結果等を活用し、旧

横浜市庁舎街区の計画建築物による影響

も踏まえた配慮を行うことで、より周辺環

境に配慮した事業計画となるように努め

ます。 

(3)計画段階からの

安全な工法等の

検討、市民への情

報提供 

【配慮事項（3）】 

 

ア 工事中の車両走行ルート

や入出庫箇所等について、方

法書で示してください。 

工事中の車両走行ルートや入出庫箇所

について図 2.7-1（P2-27）に示します。 

本事業の工事用車両の出入口は、対象事

業実施区域に接する市道関内本牧線第

7002 号線及び本事業の道路再編に伴い一

方通行道路となる予定の市道山下町第 3号

線、第 5 号線及び一方通行道路である第 7

号線に計 6箇所整備し、工程に合わせ順次

使用する工事用車両の出入口を変更し入

出庫する計画を検討します。 

隣接事業の工事用車両の出入口は一方

通行道路である市道山下町第 2号線及び市

道山下町第 5号線に整備し、市道山下町第

2 号線は右折イン、右折アウト、市道山下

町第 5号線は左折イン、左折アウトの入出

庫を検討しています。 

工事中については、工事用車両の時間配

分や仮囲いの位置等について配慮し、歩行

者、一般車両、鉄道駅利用者の安全確保に

努めます。 

イ 計画区域は埋立地であり、

また地下に鉄道が通ってい

るため、工事計画の検討にあ

たっては、地盤特性を詳細に

把握するとともに、周辺に影

響が生じないよう必要に応

じて対策を講じるなどの検

討をしてください。 

本事業の計画建築物や交通広場の工事

にあたっては、地下鉄への影響が生じない

よう、適切な対策を検討します。なお、今

後適切な時期にボーリング調査を実施し、

調査結果を踏まえ、工法や具体的な対策を

検討します。 
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表 4.3-2(3) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

 

(4)環境形成に関す

る法令等の遵守 

【配慮事項（4）】 

環境負荷低減技術を積極的

に導入するなど、CASBEE横浜に

おいて更なる上位ランクの取

得に努めてください。 

本事業の計画建築物は、適用可能な環境

負荷低減技術の導入を検討します。また、

工事中の掘削土を極力削減する施工方法

の検討や、環境配慮型舗装である透水性、

保水性舗装等の導入、供用後の施設利用者

への公共交通機関の利用を呼びかける等、

工事中、供用後の各段階での環境負荷低減

に努めます。 

CASBEE 横浜 A ランク以上の取得に努めま

す。 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(5)グリーンインフ

ラの保全と活用、

健全な水循環の

創出 

【配慮事項（5）】 

ア 低層部の屋根面からの雨

水流出抑制を検討してくだ

さい。 

本事業の計画建築物の低層部屋上に植

栽帯を設け、低層部の屋根面からの雨水流

出抑制を検討します。 

イ グリーンインフラの維持

管理に際しては、入居者や地

域住民等との連携を検討し

てください。 

本事業では、地上部の緑化や屋上緑化等

により地域の景観や生態系形成に寄与で

きるように入居者・地域住民と連携を図り

ます。 

(6)緑化等による生

物の生息生育空

間の確保と生物

多様性の保全と

創造 

【配慮事項（6）】 

高木の植栽の考え方を具体

化するように検討してくださ

い。 

対象事業実施区域周辺の特性から、緑化

等で誘致できる動物種は、シジュウカラ、

ヒヨドリ、メジロといった鳥類やアゲハチ

ョウ類等、都市部で一般的にみられ、移動

（飛翔）能力のある鳥類、昆虫類の生育が

考えられます。 

本事業の高木植栽の樹種選定にあたっ

ては、従来、地域に生息している鳥類、昆

虫類を誘う誘鳥木や食草の樹種・配植に配

慮した緑化計画を検討します。 

(7)エネルギー使用

の合理化、再生可

能エネルギー等

の活用 

【配慮事項（7）】 

ア 最善技術、製品の採用やエ

ネルギー使用量を把握し、適

宜運用改善を図るようにし

てください。 

本事業の供用後においても、エネルギー

使用量を把握し、最善技術、製品の採用を

検討し、適宜運用改善を図るように努めま

す。 

イ 低炭素電気の選択も含め

建物全体の運用時の温室効

果ガス低減対策を包括的に

含むエネルギーマネジメン

ト計画を検討してください。 

本事業では以下の環境制御技術や、建築

技術等の採用の検討を含めて、運用エネル

ギーの低減を図ります。 
 

・自然採光の活用、LED 照明の採用 

・明るさセンサ等を活用した昼光利用に

よる照明負荷の削減 

・Low-Eガラスの採用等による熱負荷低

減 

・高効率電気機器等の採用 

・BEMS等によるエネルギーの効率的運用 
 

また、運用エネルギーの低減策につい

て、エネルギー使用量を把握し、最善技術、

製品の採用を検討し、適宜運用改善を図る

ように努めます。 
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表 4.3-2(4) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(8)低炭素電気の選

択、グリーン購入 

【配慮事項（8）】 

低炭素電気の選択も含め建

物全体の運用時の温室効果ガ

ス低減対策を包括的に含むエ

ネルギーマネジメント計画を

検討してください。 

低炭素電気の選択含め、用途の混在する

施設において統合的なエネルギーマネジ

メントにより、本事業の建物全体で低炭素

まちづくりに貢献できるような配慮を検

討します。 

(9)運輸部門におけ

る二酸化炭素の

排出抑制 

【配慮事項（9）】 

掘削土等の運搬に伴う温室

効果ガスの排出量を低減する

ため、掘削土等は可能な限り発

生を抑制したうえで、近隣の建

設工事現場での使用を検討し

てください。 

掘削にあたっては、今後施工方法につい
て詳細の検討を進めていく中で、搬出土の
発生量を極力低減する検討を行います。ま
た、運搬距離低減のため、可能な限り近隣
の建設工事現場で使用できるよう検討し
ます。 

 

(10)ライフサイク

ルを通じた温室

効果ガスの抑制、

長寿命化 

【配慮事項（10）】 

ライフサイクルを通じて排

出される温室効果ガスを低減

するために建築資材等に留意

し適宜運用を見直すと共に、建

築物の長寿命化を検討してく

ださい。 

本事業では、BEMSの運用・導入等により、

ライフサイクルを通して排出される温室

効果ガスの低減に努めます。 

また、運用エネルギーの低減策につい

て、エネルギー使用量を把握し、最善技術、

製品の採用を検討し、適宜運用改善を図る

ように努めます。 

(11)ヒートアイラ

ンド現象の抑制 

【配慮事項（11）】 

ア ヒートアイランド対策効

果が期待できるような緑量、

緑化面積を確保するよう努

めてください。 

本事業の外構計画では、環境配慮型舗装

である透水性、保水性舗装等を導入する、

クールスポットとなる緑陰を効果的に形

成させる樹木の適切な配植をする等、「暑

さをしのぐ環境づくりの手引き」等を参考

とした積極的なヒートアイランド対策の

検討を行います。 

 イ 空調機器や給湯器等の設

備導入について、人工排熱抑

制のため、高効率仕様の機種

の導入を検討してください。 

 また、排熱位置については歩

行者に配慮した計画として

ください。 

本事業では、「横浜市生活環境の保全等

に関する条例」に準拠し、必要な分析等を

行い、以下の環境制御技術や、建築技術等

の採用の検討を含めて、人工排熱抑制のた

め、高効率仕様の機種の導入を図ります。 

・Low-Eガラスの採用等による熱負荷低

減 

・高効率電気機器等の採用 

・BEMS等によるエネルギーの効率的運用 

また、排熱位置については歩行者に配慮

して、高層部の屋上又は中間階の計画を検

討します。 

(12)周辺建物との

連続性、後背地と

の調和 

【配慮事項（12）】 

建物壁面の分節化や壁面緑

化の採用、外観の色彩やデザイ

ン上の工夫により、圧迫感の低

減に努めるとともに、動物への

配慮についても検討してくだ

さい。 

本事業の高層部の外装デザインは、歩行

者への圧迫感を低減する配慮から、高層部

においては、長大な壁面とならないように

高層部壁面の横方向での分節等によるデ

ザインを検討します。 

また、バードストライク等の動物へ対す

る配慮も検討します。 
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表 4.3-2(5) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(13)地下空間にお

ける浸水対策、

避難設備の採用 

【配慮事項（13）】 

浸水させない構造や避難設

備の採用を更に検討してくだ

さい。 

本事業では、電気・通信等の主な設備機

械を 2階以上の浸水の被害を受けない高さ

に設置する計画としています。 

計画建築物の地下に駐車場等を整備す

るため、浸水対策として防潮板の設置等を

検討します。 

また、避難階段を 2ヵ所以上設ける検討

を行います。 

(14)交通集中の回

避、歩行者の安

全・利便性への

配慮 

【配慮事項（14）】 

ア 植栽や高層部分節化によ

り、ウォーカビリティを下げ

ないように配慮してくださ

い。 

本事業の高層部は旧横浜市庁舎街区側

や隣接事業側、JR関内駅側をセットバック

することで圧迫感を軽減します。 

ウォーカビリティの向上のため、地上部

の歩行空間は高木植栽等による緑陰の提

供や低木植栽等を検討します。 

2 階部分で本事業及び隣接事業の計画建

築物と旧横浜市庁舎街区の計画建築物を

デッキで接続することにより、横浜中華街

や元町等の地域とつながる歩行者ネット

ワークの形成に寄与します。 

イ 隣接する旧横浜市庁舎街

区による環境影響も考慮し、

周辺の交通渋滞等に配慮し

てください。 

旧横浜市庁舎街区による環境影響も考

慮し、施設利用者に対しては、施設供用後

に開設するホームページや案内看板、パン

フレット等で公共交通機関の利用を呼び

かけます。 

(15)風害等への配

慮 

【配慮事項（15）】 

ア 計画地周辺における建築

計画も考慮し、風害や電波障

害等の対策を検討してくだ

さい。 

旧横浜市庁舎街区や隣接事業の計画建

築物の影響も加味した風害等の対策につ

いて検討を行います。 

風害対策としては、本事業の計画建築物

に段状の低層階を設けることで、高層建築

物からの吹きおろし風の地上部への直接

的な流れ込みを抑制させる効果を得てい

きます。 

また、必要に応じて庇の設置や防風効果

のある植栽の適切な配置を検討します。 

テレビ受信障害対策についても、相談、

調査、対策の実施等を適切に対応していき

ます。 

イ 日中の反射光について考

慮した計画としてください。 

本事業の建物外壁にガラスを使用する

際には、反射率の低いガラスの採用等によ

る日中の反射光についても検討し、日中・

夜間の光害に考慮した計画を行います。 

光害対策としては、「光害対策ガイドラ

イン」等を踏まえ、人に優しい外構照明の

設置や、賑わいを演出し、安全性を確保す

るために適切な照度設計を計画していき

ます。 
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表 4.3-2(6) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

 

(16)廃棄物等の発

生抑制、再使用

及び再生利用 

【配慮事項（17）】 

掘削土等は可能な限り発生

を抑制したうえで、適正に処理

してください。 

「第 7次横浜市産業廃棄物処理指導計画

（平成 28年度-32年度）」の取組を推進し、

工事中においては、廃棄物の分別徹底、適

正な処理・処分、再使用及び再生利用の促

進を図るとともに、木材代替型枠やリサイ

クル材等のエコマテリアルの活用を検討

します。 

また、構造計画や施工計画の工夫により

掘削土を削減し、土砂搬出に伴う工事用車

両の台数を極力減らすことや、近隣の建設

工事現場での使用による掘削土の低減等

を検討します。 

(17)地震、液状化

等に対する安全

性の検討 

【配慮事項（18）】 

ア 計画区域周辺と一体的な

防災機能の整備に努めてく

ださい。 

施設運営にあたっては、災害時の避難・

誘導マニュアルを検討・策定し、防災イベ

ントや防災訓練を定期的に開催すること

で、避難・誘導手順、滞留者や帰宅困難者

への対応手順等の情報を、JR根岸線や横浜

市営地下鉄ブルーラインの関内駅、横浜ス

タジアム、にじいろ保育園関内等の近隣施

設や近隣住民等と共有することに努めま

す。 

イ 計画区域は埋立地であり、

また、地下に鉄道が通ってい

るため、工事計画の検討にあ

たっては、地盤特性を詳細に

把握するとともに、周辺に影

響が生じないように必要に

応じて対策を講じるなどの

検討をしてください。 

本事業の計画建築物や交通広場の工事

にあたっては、地下鉄への影響が生じない

よう、適切な対策を検討します。なお、今

後適切な時期にボーリング調査を実施し、

調査によって得られた支持層の深さや土

質、地盤強度等の地盤特性を踏まえ、柱状

改良や浅層地盤改良等、適切な設計及び必

要な対策を検討します。 
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環境影響要因の抽出及び環境影響評価項目の選定 

5.1 環境影響要因の抽出 

横浜市環境影響評価条例の高層建築物 第１分類事業に該当する本事業の事業計画の内容をもとに、

環境に影響を及ぼすおそれのある要因（以下、「環境影響要因」といいます。）を工事中と供用時の各

段階で、表 5.1-1に示すとおり抽出しました。 

 

表 5.1-1 環境影響要因の抽出 

項目 抽出の理由 

工
事
中 

建設機械の稼働 
・既存建築物の解体及び計画建築物の新設に際し、対象事業実施区域内で
建設機械が稼働します。 

工事用車両の走行 
・既存建築物の解体及び計画建築物の新設に際し、資機材の搬入や廃棄物
等の搬出を行う車両が周辺道路を走行します。 

地下掘削 ・計画建築物（地下部）の新設に際し、対象事業実施区域内を掘削します。 

建物の解体・建設 ・既存建築物を解体し、計画建築物を新設します。 

供
用
時 

施設の
存在 

建物の存在 ・高層建築物が対象事業実施区域内に出現します。 

施設の
供用 

建物の供用 

・計画建築物に設置する熱源施設やその他の設備機器が稼働します。 
・計画建築物の商業施設、観光集客施設、業務施設等では、従業員や一般
の人々が施設を利用します。 

・計画建築物の住宅施設では、居住者が住居として利用します。 

関係車両の走行 
・商業施設、観光集客施設、業務施設等を利用する一般車両や荷捌き車両
及び居住者の車両が周辺道路を走行します。 

 

5.2 環境影響評価項目の選定 

環境影響要因の抽出を踏まえ、地域の概況、周辺地域等の環境特性、地域特性及び隣接事業の影響等

を勘案し、環境影響評価を行う項目（以下、「環境影響評価項目」といいます。）を表 5.2-1に示す

とおり整理しました。 

なお、工事中及び供用時の各時期で環境影響評価項目として選定した理由及び選定しない理由は、

表 5.2-2(1)～(6)に示すとおりです。 
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表 5.2-1 環境影響要因と環境影響評価項目の関連表 

 

区分 
工事中 

供用時 

施設の
存在 

施設の供用 

  環境影響要因 建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
用
車
両
の
走
行 

地
下
掘
削 

建
物
の
解
体
・
建
設 

建
物
の
存
在 

建
物
の
供
用 

関
係
車
両
の
走
行 

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 

地球環境への負荷
の低減 

温室効果ガス 温室効果ガス ● ●    ●  

身近な自然環境の
保全・再生・創造 

生物多様性 

動物 動物     ●   

植物 植物        

生態系 生態系        

水循環 

地下水位及び湧水の流量        

河川の形態、流量        

海域の流況        

安心して快適に生
活できる生活環境の
保全 

廃棄物・ 建設発生土 

一般廃棄物    ●  ●  

産業廃棄物    ●  ●  

建設発生土   ●     

大気質 大気汚染 ● ●  ●  ● ● 

水質・底質 

公共用水域の水質        

公共用水域の底質        

地下水の水質        

土壌 土壌汚染        

騒音 騒音 ● ●    ● ● 

振動 振動 ● ●     ● 

地盤 地盤沈下   ●     

悪臭 悪臭        

低周波音 低周波音        

電波障害 テレビジョン電波障害     ●   

日影 
日照阻害     ●   

シャドーフリッカー        

風害 局地的な風向・風速     ●   

安全 

土地の安定性        

浸水     ●   

火災・爆発        

有害物漏洩        

快適な地域環境の
確保 

地域社会 

地域分断        

交通混雑  ●    ● ● 

歩行者の安全  ●     ● 

景観 景観     ●   

触れ合い活動の場 触れ合い活動の場        

文化財等 文化財等        

注）●は選定した項目を示します。 
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表 5.2-2(1) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 選定の 
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

温室効果ガス 温室効果ガス ○ 

本事業の実施により、建設機械の稼働及び工事用車
両の走行に伴う温室効果ガスの排出が想定されるた
め、環境影響評価項目として選定します。 

なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

生物多様性 

動物 × 

対象事業実施区域及びその周辺地域は市街化が進
んだ環境であり、主に都市環境に適応した動植物が生
育・生息しています。特に、対象事業実施区域の東側
に位置する横浜公園や南西に位置する大通り公園に
はまとまった緑地があり、同地域における生物多様性
の基盤となっています。 
ただし、本事業はこれらの緑地を直接的に改変する

ものではなく、そこに生育・生息する動植物に著しい
影響を及ぼすおそれはないと考えられるため、環境影
響評価項目として選定しません。 

植物 × 

生態系 × 

水循環 

地下水位及び 
湧水の流量 

× 

本事業の工事の実施に当たっては、掘削区域の周囲
に遮水性に優れる山留壁等を設置し、その先端を不透
水層まで貫入することで地下水の流入を防ぎ、水循環
への影響を軽減する計画とします。 
また、対象事業実施区域及びその周辺に湧水は認め

られません。 
これにより、工事に伴う地下水位及び湧水の流量へ

の影響は軽微と考えられるため、環境影響評価項目と
して選定しません。 

河川の形態、流量 × 
対象事業実施区域は河川や海岸に近接しておらず、

本事業は河川や海岸線を直接的に改変するものでは
ありません。また、工事中に生じる排水は適切に処理
したうえで公共下水道に放流する計画としているこ
とから、河川の形態、流量及び海域の流況への影響は
ほとんどないものと考えられるため、環境影響評価項
目として選定しません。 

海域の流況 × 

廃棄物・建設
発生土 

一般廃棄物 ○ 

本事業の工事の実施に伴い、事業系一般廃棄物の発
生が想定されるため、環境影響評価項目として選定し
ます。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

産業廃棄物 ○ 

対象事業実施区域の既存建築物の解体・撤去及び計
画建築物の建設に伴い、産業廃棄物の発生が想定され
ること、また、既存建築物にアスベスト含有建材が使
用されている可能性があることから、環境影響評価項
目として選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

建設発生土 ○ 

本事業では地下に駐車場等を建設する計画であり、
地下掘削工事に伴う建設発生土の発生が想定される
ため、環境影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

大気質 大気汚染 ○ 

本事業の工事の実施により、建設機械の稼働及び工
事用車両の走行に伴う排出ガスが対象事業実施区域
周辺の大気質に影響を及ぼす可能性があること、ま
た、既存建築物の解体に伴いアスベストが発生する可
能性があることから、環境影響評価項目として選定し
ます。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

  



5-4 

表 5.2-2(2) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 選定の 
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

水質・底質 

公共用水域の水質 × 本事業の工事中に生じる排水は、沈砂槽等により下
水道法に定める排水基準以下に処理したうえで公共
下水道に放流する計画としており、公共用水域の水質
や底質及び地下水の水質への影響はないものと考え
られるため、環境影響評価項目として選定しません。 

公共用水域の底質 × 

地下水の水質 × 

土壌 土壌汚染 × 

対象事業実施区域内には、「土壌汚染対策法」に基づ
く要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はあ
りません。また、本事業では工事において土壌汚染物
質の使用や排出は行わないことから、環境影響評価項
目として選定しません。 
なお、事業の実施に当たっては、「土壌汚染対策法」

及び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づ
き、解体工事の着手前に必要な手続き及び調査を行
い、結果に応じて適切な対応を行います。 

騒音 騒音 ○ 

本事業の工事の実施により、建設機械の稼働及び工
事用車両の走行に伴う騒音が、対象事業実施区域周辺
の生活環境に影響を及ぼす可能性があるため、環境影
響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

振動 振動 ○ 

本事業の工事の実施により、建設機械の稼働及び工
事用車両の走行に伴う振動が、対象事業実施区域周辺
の生活環境に影響を及ぼす可能性があるため、環境影
響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

地盤 地盤沈下 ○ 

対象事業実施区域及びその周辺地域には、層厚30～
50ｍ程度の軟弱地盤層が分布しています。 
本事業では地下に駐車場等を建設する計画であり、

地下掘削工事を実施するため、周辺地盤への影響を考
慮し、環境影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

悪臭 悪臭 × 
本事業の工事の実施に当たり、著しい悪臭を発生さ

せる工法等を採用する計画はないため、環境影響評価
項目として選定しません。 

低周波音 低周波音 × 
本事業の工事の実施に当たり、著しい低周波音を発

生させる特殊な工法や建設機械等を採用する計画はな
いため、環境影響評価項目として選定しません。 

電波障害 テレビジョン電波障害 × 

本事業の工事の実施に当たり、クレーン未使用時に
はブームを電波到来方向に向ける等の対策を講じる
計画としています。また、現場事務所に問い合わせ窓
口を設け、工事に伴う電波障害の苦情が発生した場合
には、迅速に適切な対応を行います。 
これにより、工事に伴う電波障害の影響は可能な限

り低減されるものと考えられるため、環境影響評価項
目として選定しません。 

日影 

日照阻害 

× 

本事業の工事の実施に当たっては、市街地における
建設工事で一般的な工法や建設機械等を採用する計
画としており、著しい日照阻害及びシャドーフリッカ
ーの要因にはならないと考えられるため、環境影響評
価項目として選定しません。 

シャドーフリッカー 
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表 5.2-2(3) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 選定の 
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

風害 局地的な風向・風速 × 

本事業の工事の実施に当たっては、市街地における
建設工事で一般的な工法や建設機械等を採用する計
画であり、著しい風害の要因にはならないと考えられ
るため、環境影響評価項目として選定しません。 

安全 

土地の安定性 × 
対象事業実施区域は平坦地であり、工事の実施に伴

い土地の安定性を低下させるおそれはないと考えら
れるため、環境影響評価項目として選定しません。 

浸水 × 

対象事業実施区域では、地震による津波や想定最大
規模の高潮・洪水等により浸水が生じるおそれがあり
ます。 
本事業の工事の実施に当たっては、ゲリラ豪雨も想

定した浸水対策及び排水設備を備えるとともに、防災
情報を共有し、作業員の安全にも配慮する計画として
おり、浸水による影響は可能な限り低減されるものと
考えられるため、環境影響評価項目として選定しませ
ん。 

火災・爆発 × 
本事業の工事の実施に当たり、可燃物や有害物質を

大量に使用・保管する計画はありません。 
また、工事区域には仮囲いを設置し、関係者以外が

立ち入らないよう安全管理を徹底することで、火災や
爆発、有害物漏洩等のリスクを十分に低減できるもの
と考え、環境影響評価項目としては選定しません。 

有害物漏洩 × 

地域社会 

地域分断 × 

本事業の工事の実施に伴い、市道を一部廃道するこ
とになりますが、工事中は適切な位置に交通誘導員を
適宜配置し、歩行者を安全に迂回させる計画としてい
ることから、地域を分断するような交通経路の遮断に
はあたらないものと考え、環境影響評価項目としては
選定しません。 

交通混雑 ○ 

本事業の工事の実施により、工事用車両が周辺道路
の交通混雑に影響を及ぼす可能性があるため、環境影
響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

歩行者の安全 ○ 

本事業の工事の実施により、工事用車両の出入口や
工事区域沿いの歩道等において、歩行者の安全に影響
を及ぼす可能性があるため、環境影響評価項目として
選定します。 
なお、隣接事業の工事影響も加味します。 

景観 景観 × 

仮囲い等の仮設物や養生等については、都市景観に
配慮したデザイン、配置、規模等とする計画であるこ
と、また、その設置期間が一時的であることから、景
観への影響は限定的と考えられるため、環境影響評価
項目として選定しません。 
なお、本事業の工事の実施に当たっては、適切な清

掃や散水、工事用車両のタイヤ洗浄等により工事区域
内外及び周辺道路の汚れ防止に努めます。 

触れ合い活動
の場 

触れ合い活動の場 × 
対象事業実施区域及びその周辺には、人と自然との

触れ合い活動の場及び主要なアクセス道路は無いた
め、環境影響評価項目として選定しません。 

文化財等 文化財等 × 
対象事業実施区域及びその周辺には、文化財及び埋

蔵文化財包蔵地の記録は無いため、環境影響評価項目
として選定しません。 



5-6 

表 5.2-2(4) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（供用時） 

環境影響評価項目 選定の 
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

温室効果ガス 温室効果ガス ○ 
本事業の施設の供用により、設備機器の稼働に伴う

温室効果ガスの排出が想定されるため、環境影響評価
項目として選定します。 

生物多様性 

動物 ○ 

対象事業実施区域及びその周辺地域は市街化が進
んだ環境であり、主に都市環境に適応した動植物が生
育・生息しています。特に、対象事業実施区域の東側
に位置する横浜公園や南西に位置する大通り公園に
はまとまった緑地があり、同地域における生物多様性
の基盤となっています。 
本事業では、生物多様性の観点から、単一種や同一

規格による大規模な植栽を避けつつ、鳥や蝶等の生き
物を誘致する樹種・配植に配慮した植栽計画としてお
り、供用時には、この緑が周辺に生息している動物の
新たな生息環境や移動経路になる可能性があります。 
このため、対象事業実施区域内の生物多様性（動物）

を環境影響評価項目として選定します。 

植物 × 

生態系 × 

水循環 

地下水位及び 
湧水の流量 

× 
本事業の供用時の施設において、地下水や湧水、河

川水等の利用及び河川や海域への排水の放流は行わ
ないことから、水循環に影響を及ぼす要因は無いもの
と考えられるため、環境影響評価項目として選定しま
せん。 

河川の形態、流量 × 

海域の流況 × 

廃棄物・建設
発生土 

一般廃棄物 ○ 
本事業の施設の供用に伴い、家庭系廃棄物及び事業

系一般廃棄物の発生が想定されるため、環境影響評価
項目として選定します。 

産業廃棄物 ○ 
本事業の施設の供用に伴い、産業廃棄物の発生が想

定されるため、環境影響評価項目として選定します。 

建設発生土 × 
本事業の施設の供用時に建設発生土は発生しない

ため、環境影響評価項目として選定しません。 

大気質 大気質 ○ 

本事業の施設の供用により、設備機器の稼働及び関
係車両の走行に伴う排出ガスが、対象事業実施区域周
辺の大気環境に影響を及ぼす可能性があるため、環境
影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の関係車両の影響も加味します。 

水質・底質 

公共用水域の水質 × 本事業の施設の供用に伴い発生する汚水排水は、公
共下水道に放流する計画としており、公共用水域の水
質や底質及び地下水の水質に影響を及ぼす要因は無
いものと考えられるため、環境影響評価項目として選
定しません。 

公共用水域の底質 × 

地下水の水質 × 

土壌 土壌汚染 × 

本事業の計画建築物において、設備機器の燃料油等
は土壌に直接触れないように保管する計画としてお
り、それ以外に新たな土壌汚染を生じさせる施設や設
備等を設置する計画は無いため、環境影響評価項目と
して選定しません。 

騒音 騒音 ○ 

本事業の施設の供用により、設備機器等の稼働及び
関係車両の走行に伴う騒音が、対象事業実施区域周辺
の生活環境に影響を及ぼす可能性があるため、環境影
響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の関係車両の影響も加味します。 
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表 5.2-2(5) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（供用時） 

環境影響評価項目 選定の 
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

振動 振動 ○ 

本事業の施設の供用により、関係車両の走行に伴う
振動が、対象事業実施区域周辺の生活環境に影響を及
ぼす可能性があるため、環境影響評価項目として選定
します。 
なお、隣接事業の関係車両の影響も加味します。 

地盤 地盤沈下 × 
本事業の供用時の施設において、地盤沈下を招くよ

うな地下水の揚水は行わないため、環境影響評価項目
として選定しません。 

悪臭 悪臭 × 
本事業において、著しい悪臭を発生させる施設や設

備や施設を設置する計画は無いため、環境影響評価項
目として選定しません。 

低周波音 低周波音 × 

本事業において、著しい低周波音を発生させる施設
や設備を設置する計画は無いため、環境影響評価項目
として選定しません。 

電波障害 テレビジョン電波障害 ○ 

本事業の計画建築物の存在により、対象事業実施区
域周辺の電波受信環境を変化させる可能性があるた
め、環境影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の計画建築物の影響も加味します。 

日影 

日照阻害 ○ 

本事業の計画建築物の存在により、対象事業実施区
域周辺の日照状況を変化させる可能性があるため、環
境影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の計画建築物の影響も加味します。 

シャドーフリッカー × 
本事業において、シャドーフリッカーを生じさせる

施設や設備を設置する計画は無いため、環境影響評価
項目として選定しません。 

風害 局地的な風向・風速 ○ 

本事業の計画建築物の存在により、対象事業実施区
域周辺の風環境を変化させる可能性があるため、環境
影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の計画建築物の影響も加味します。 

安全 

土地の安定性 × 
対象事業実施区域は平坦地であり、本事業の実施に

伴い土地の安定性を低下させるおそれはないと考え
られるため、環境影響評価項目として選定しません。 

浸水 ○ 

対象事業実施区域では、地震による津波や想定最大
規模の高潮・洪水等により浸水が生じるおそれがあり
ます。 
また、昨今多発しているゲリラ豪雨や大型台風等に

よる浸水被害についても対策を検討する必要性を鑑
み、環境影響評価項目として選定します。 

火災・爆発 × 

本事業において、常時燃焼を伴う施設・設備や大量
の有害物質を使用・保管するような施設・設備を設置
する計画はありません。 
また、施設の運営に当たっては、安全管理を徹底す

ることで、火災や爆発、有害物漏洩等のリスクを十分
に低減できるものと考え、環境影響評価項目としては
選定しません。 

有害物漏洩 × 
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表 5.2-2(6) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（供用時） 

環境影響評価項目 選定の 
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

地域社会 

地域分断 × 

本事業の実施に伴い、市道を一部廃道することにな
りますが、新たに一般の人々が利用・通行できる歩行
空間や広場空間を配置し、快適な歩行者空間の確保を
図る計画としています。 
これにより、地域を分断するような交通経路の遮断

にはあたらないものと考え、評価項目としては選定し
ません。 

交通混雑 ○ 

本事業の施設の供用により、関係車両の走行及び新
たに発生する来街者が、周辺道路及び歩行空間の交通
混雑に影響を及ぼす可能性があるため、環境影響評価
項目として選定します。 
なお、隣接事業の計画建築物の影響も加味します。 

歩行者の安全 ○ 

本事業では、対象事業実施区域内に歩行者空間を整
備し、歩行者の快適性・安全性向上に寄与する検討を
行っていますが、その内容をより具体的に示すため、
環境影響評価項目として選定します。 
なお、隣接事業の計画建築物の影響も加味します。 

景観 景観 ○ 

本事業の計画建築物の存在が、対象事業実施区域周
辺の景観を変化させる要因になるため、環境影響評価
項目として選定します。 
なお、隣接事業の計画建築物の影響も加味します。 

触れ合い活動
の場 

触れ合い活動の場 × 
対象事業実施区域及びその周辺には、人と自然との

触れ合い活動の場及び主要なアクセス道路は無いた
め、環境影響評価項目として選定しません。 

文化財等 文化財等 × 
対象事業実施区域及びその周辺には、文化財及び埋

蔵文化財包蔵地の記録は無いため、環境影響評価項目
として選定しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	【関内街区方法書】4章
	【関内街区方法書】5章



