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第 2 章 地域の概況及び地域特性 

2.1 概要 

計画区域及びその周辺地域における地域特性の概要は、表 2.1-1(1)～(4)に示すとおり

です。 

計画区域周辺（一般国道 15 号や一般国道 16 号よりも東側）は、1882 年以降に徐々に

埋立・整地が行われており、現在は多くの建物が急速に建設され市街化が進んでいます。 

計画区域及びその周辺は、帷子川水系河川の「洪水ハザードマップ」によると、計画

規模及び想定最大規模において「浸水のおそれのない区域」に属しています。 

また、計画区域があるみなとみらい 21 中央地区は、都市の基盤となる道路や宅地の造

成のため、埋立時に用材として、液状化しにくい（粒径の異なる）土砂を用いる等、地

震災害や地盤沈下等に配慮した各種地盤改良が実施されています。 

計画区域周辺の道路網としては、計画区域西側に高速神奈川 1 号横羽線、一般国道 1

号、市道栄本町線第 7188 号線が幹線道路として整備されています。また、計画区域の北

側には市道高島台第 242 号線、南側には市道高島台第 292 号線、東側には市道高島台第

243 号線が通っています。計画区域への主なアクセス道路は、これら 6 つの道路になり

ます。また、鉄道網としては、JR 線、みなとみらい線、東急東横線、横浜市営地下鉄線、

京浜急行線、相模鉄道線が整備されており、計画区域の最寄り駅はみなとみらい線の新

高島駅です。 

みなとみらい 21 地区は、みなとみらい 21 中央地区、みなとみらい 21 新港地区、横浜

駅東口地区の 3 地区で構成されており、優良な民間開発を推進し、緊急かつ重点的に整

備を図るべき地域として、昭和 63 年 7 月に「みなとみらい 21 街づくり基本協定」が締

結され、“21 世紀に向けた新しい都心を目指す街づくり”が掲げられました。これを受け、

現在は、海と緑に囲まれた豊かな自然環境とともに、先進的で充実した都市機能を有し

た快適な環境を生かし、「24 時間活動する国際文化都市」、「21 世紀の情報都市」、「水と

緑と歴史に囲まれた人間環境都市」の実現に向けた整備が進められています。 

みなとみらい 21 中央地区では、「みなとみらい 21 街づくり基本協定」に基づく自主的

なルールを法制度的に確かなものとするため、平成元年 10 月に「みなとみらい 21 中央

地区地区計画」が横浜市により都市計画決定され、横浜市の主導による段階的整備が現

在進められており、「横浜市景観ビジョン」、「みなとみらい 21 中央地区における景観計

画」、「みなとみらい 21 中央地区都市景観形成ガイドライン」等により魅力的な景観形成

が図られています。 

このような背景において、みなとみらい線新高島駅周辺は、その利便性から、グロー

バル企業の集積等によって、広く注目を集めている地区となっています。 
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表 2.1-1(1) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

気象の状況 ・横浜地方気象台（横浜市中区山手）における令和 3 年の年平均気温は 17.0℃、

年平均相対湿度 68％、年平均風速 3.5m/s、最多風向は北、年間降水総量

2,056.5mm となっています。 

地形、地質の状況 ・計画区域は旧水部上の埋立地に位置し、周辺地域には盛土地、人工平坦化地が

みられます。 

・一般国道 15 号や一般国道 16 号よりも東側は、明治時代（1882 年（明治 15 年）

頃）以降に徐々に埋立、整地が行われました。計画区域があるみなとみらい 21

地区は、それまで海でした。 

・計画区域の位置する場所の地質は、埋土となっています。 

・計画区域には、層厚 5～20ｍ程度の軟弱地盤が存在するとされています。 

水循環の状況 ・計画区域北側に二級河川の帷子川が横浜港に向かって流れています。 

植物、動物の状況 ・調査区域のうち、特に一般国道 15 号や一般国道 16 号よりも東側は、明治時代

以降に埋立、整地がなされて市街化が進んできた地域であることから、まと

まった樹林地（植生区分）はほとんどありません。 

・計画区域及びその周辺に森林法に基づく保安林等の重要な樹林はありません。 

・計画区域及びその周辺に生息する動物は、市街地に適応した種が中心と考えら

れます。なお、計画区域及びその周辺に鳥獣保護区の指定はありません。 

・計画区域及びその周辺に農地はありません。 

人口、産業の状況 ・令和 4 年の計画区域がある西区の人口は約 10 万人、一世帯あたりの人員は 1.83

人、人口密度は 14,854 人/km2であり、西区の隣接区である神奈川区、中区と比

べると、人口密度が比較的高い区となっています。近年、計画区域がある西区

では、人口、世帯数ともに概ね横ばいながらも増加の傾向がみられます。 

・計画区域が属する西区において、事業所数が最も多いのは卸売業、小売業であ

り、従業員数が最も多いのはサービス業（他に分類されないもの）となってい

ます。 

土地利用状況 ・計画区域がある西区は、総面積 7.0km2全てが市街化区域となっており、用途地

域は住居系が約 3.0km2、商業系が 3.9km2、工業系が 0.3km2となっています。ま

た、計画区域及びその周辺は商業地域となっています。 

交通、運輸の状況 ・計画区域周辺の道路網としては、計画区域西側に高速神奈川 1 号横羽線、一般

国道 1 号、市道栄本町線第 7188 号線が幹線道路として整備されています。ま

た、計画区域の北側には市道高島台第 242 号線、南側には市道高島台第 292 号

線、東側には市道高島台第 243 号線が通っています。計画区域周辺の主要交差

点の平日 12 時間交通量は全体的に概ね横ばいながらも減少の傾向がみられま

す。 

・計画区域周辺では、横浜市営バスのほか、相鉄バス、京急バス等の路線バスが

運行しています。 

・調査区域の旅客用鉄道は、JR 線、みなとみらい線、東急東横線、横浜市営地下

鉄線、京浜急行線、相模鉄道線があります。計画区域の最寄り駅はみなとみら

い線の新高島駅であり、そのほかには横浜駅、高島町駅が近傍の駅としてあげ

られます。乗降車人員（JR 線は乗車人員）は、平成 28 年度から平成 30 年度に

かけては、各線・各駅ともに増加傾向にありましたが、令和元年度には一部の

駅でわずかながら減少が見られ、令和 2 年度には各線・各駅で大幅に減少して

います。 

・平成 29 年～令和 3 年の入港船舶総数は 28,995～35,941 隻、総海上出入貨物量

は約 9 千 4 百万トン～約 1 億 1 千 4 百万トンで変化しています。 
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表 2.1-1(2) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

公共施設等の 

状況 

計画区域周辺の主な公共施設等は以下のとおりです。 

・教育機関等は、計画区域の西約 110m にニチイキッズ MM 新高島保育園、約 310m

にみなとみらい本町小学校があります。 

・主な医療機関は、計画区域の西約 540ｍに横浜第一病院、南東約 350ｍにけいゆ

う病院があります。 

・主な官公庁、郵便局は、計画区域の北西約 580ｍに横浜中央郵便局、南約 140ｍ

にみなとみらい四郵便局があります。 

・計画区域の西約 500ｍに西区社会福祉協議会、西区福祉保健活動拠点、南西約

400ｍにハートケア横浜があります。 

・計画区域周辺には、東約 25ｍの高島中央公園、南南東約 40ｍのグランモール公

園、北約 210ｍの高島水際線公園等が分布しています。なお、計画区域は高島

中央公園に隣接しています。 

文化財等の状況 ・計画区域の南東約 380m には横浜美術館の所蔵品、みなとみらい 21 地区の港湾

緑地付近にはドック及び船舶といった文化財があります。また、計画区域の南

西約 540m には二代目横浜駅基礎等遺構といった建造物があります。 

・計画区域周辺に埋蔵文化財包蔵地・遺跡はありません。 

公害等 

の状況 

大気 

汚染 

計画区域周辺に位置する一般環境大気測定局（神奈川区総合庁舎、西区平沼小

学校）及び自動車排出ガス測定局（西区浅間下交差点）の二酸化窒素、浮遊粒

子状物質、微小粒子状物質（PM2.5）、二酸化硫黄、光化学オキシダント、ダイ

オキシン類の各対象物質に対する平成 28 年度～令和 2 年度までの期間の環境

基準の適合状況は、以下のとおりです。 

・二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質は上記 3 局で測定されており、

全ての年度で環境基準に適合していました。 

・二酸化硫黄、光化学オキシダント、ダイオキシン類（毎年の測定ではありま

せん。）は一般環境大気測定局の 2 局で測定されており、二酸化硫黄とダイ

オキシン類は測定されている全ての年度で環境基準に適合、光化学オキシダ

ントは全ての年度で環境基準に適合していませんでした。なお、光化学オキ

シダントは、全国的に見ても環境基準に適合している測定局が極めて少ない

状況です。 

・一酸化炭素は自動車排出ガス測定局のみで測定されています。全ての年度で

環境基準に適合していました。 

水質 

汚濁 

・計画区域周辺では、帷子川の水道橋と横浜港内で水質調査が行われており、

平成 27 年度～令和元年度の期間において、河川は平成 30 年度の大腸菌群数

を除く全ての項目が環境基準に適合しており、海域は平成 29 年度、令和元

年度の全燐を除く全ての項目が環境基準に適合しています（平成 29 年度ま

での帷子川は、神奈川県告示により、大腸菌群数に係る基準値は、当分の間

適用しないとされています）。 

・計画区域周辺では、横浜市により地下水の水質調査が行われており、平成 27

年度～令和元年度の期間において実施された調査のうち、平成 29 年度の継

続監視調査の実施地点で、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値を超過

していました。なお、令和元年度の調査では環境基準値を超過する項目は確

認されていません。 
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表 2.1-1(3) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

公害等 

の状況 

騒音 

･振動 

・一般環境騒音は、計画区域周辺において平成 26 年度に 2 地点で測定されて

おり、1 地点（西区中央一丁目）では環境基準に適合していましたが、他の

1 地点（中区新港二丁目）では夜間に環境基準を超過していました。 

・道路交通騒音は、計画区域に最も近い測定地点である市道栄本町線第 7188

号線沿道において、昼間 64dB、夜間 60dB であり、昼間、夜間ともに環境基

準を満足していました。 

・計画区域付近の騒音の主な発生源としては、一般国道 1 号、高速神奈川 1 号

横羽線、市道栄本町線第 7188 号線等の主要道路での自動車走行音や、大規

模商業施設の稼働音等があげられます。 

・計画区域付近の振動の主な発生源としては、一般国道 1 号、市道栄本町線第

7188 号線等の主要道路での自動車走行による影響があげられます。 

 土壌 

汚染 

・計画区域は、1882 年以降に徐々に埋立、整地がなされました。埋立・整地後

は、計画区域を含む一帯は業務、商業地域として市街化が進んでいますが、

計画区域内で土壌を汚染させる土地の利用は行われていません。 

・計画区域及びその周辺では、横浜市から指定を受けた形質変更時要届出区域

が 10 箇所あります。 

・計画区域の一部において、土壌汚染対策法の基準値を超える物質（砒素及び

その化合物、ふっ素及びその化合物）が検出されており、計画区域の南側は

形質変更時要届出区域（指-159）に指定されています。今後、関係部署と協

議の上、土壌汚染対策法の対応フローに従って、適切な対策を講じます。 

 悪臭 ・計画区域周辺には、著しい悪臭の発生源はみられません。 

 地盤 

沈下 

・計画区域周辺において、令和元年度に観測が行われた水準点 13 地点のうち

10 地点で、地盤沈下の観測が実施されており、全ての地点で沈下量は 10 mm

未満となっています。 

災害の状況 ・横浜市では、横浜市内に影響を及ぼすと考えられる想定地震が発生した場合

の市内各地の揺れを予測した「地震マップ」がまとめられています。計画区

域及びその周辺では、想定地震が発生した場合、元禄型関東地震で震度 6 強

～7、東京湾北部地震で震度 6 弱～6 強、南海トラフ巨大地震で震度 5 強が

想定されています。 

・計画区域には、「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害警戒区域」に該当する

区域は分布していません。 

・帷子川水系河川の「洪水ハザードマップ」によると、計画区域及びその周辺

は、計画規模及び想定最大規模において「浸水のおそれのある区域」には含

まれていません。 

・「内水ハザードマップ」によると、想定される降雨時（1 時間に最大 153mm）

に、計画区域の一部で最大 20cm の浸水が予想されています。また計画区域

周辺地域では、東約 120ｍの場所で最大 50cm の浸水が予想されています。 

・「神奈川県津波浸水想定図」によると、地震による最大クラスの津波が発生

した場合、計画区域では最大 0.3m 未満の浸水が予想されています。また、

計画区域周辺では、最大 5.0ｍ以上 10.0ｍ未満の浸水が予想されています。 

・みなとみらい 21 中央地区は、河川や横浜港における高潮、津波対策として、

護岸高さを標高 2.7m～3.1ｍ、宅地高さを標高 3.1～5.0ｍに整備されていま

す。 

・計画区域があるみなとみらい 21 地区は、あらかじめ広い範囲において、地

盤改良等の液状化対策が行われているため、元禄型関東地震、東京湾北部地

震、南海トラフ巨大地震による液状化判定の対象からは除外されています。

なお、計画区域内において実施したボーリング調査結果を基に液状化判定し

たところ、液状化の可能性があるとされた地点があるため、本事業では、計

画区域東側の歩道状空地等の舗装について部分的に地盤改良を実施する等、

状況に応じた適切な処置を行います。 
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表 2.1-1(4) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

廃棄物の状況 ・一般廃棄物について、横浜市では「横浜 3R 夢プラン」に基づき、ごみと資

源の総量を平成 37 年度（令和 7 年度）までに平成 21 年度比 10％以上削減

することを目指しています。横浜市における令和 2 年度のごみと資源の総量

は約 1,200 千トンであり、基準年度である平成 21 年度（1,275 千トン）と比

較して、約 75 千トンの削減（約-5.9％）となっています。 

・産業廃棄物について、神奈川県における令和元年度の排出量は約 1,808 万ト

ン、最終処分量は約 28 万トン、また、横浜市における令和元年度の排出量

は約 952 万トン、最終処分量は約 17 万トンとなっています。令和元年度の

発生量に対する最終処分量の割合は、平成 30 年度と比較して、神奈川県、

横浜市ともに減少しています。 

法令等の状況 ・本事業と関連のある適用法令としては、公害防止の観点から「横浜市生活環

境の保全等に関する条例」や「大気汚染防止法」等、地球環境保全の観点か

ら「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例」、「横浜市ヒートアイラン

ド対策取組方針」及び「横浜市地域冷暖房推進指針」等があげられます。 
  


