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第7章  その他 

方法書（令和４年４月）においては、動物・植物の現況把握を、土地区画整理事業評価書

（令和４年３月）の現地調査結果に基づいて行うこととしており、調査地点等の妥当性を現存

植生図、微地形、流域との対応から検討し、資料編に掲載しています。新事業計画における動

物・植物の現地調査地点等の妥当性について整理し、方法書（令和４年４月）の「資料編」の

内容を更新しました。方法書からの修正箇所は下線で示しました。 

土地区画整理事業評価書における現地調査地点・ルート等の妥当性に加え、調査結果の妥当

性について確認するため、鳥類重要種の現地調査結果について整理を行いました。 

また、対象事業実施区域を拡張する契機となった、駐車場・バスターミナル等の設置検討エ

リアの見直しに際しての考え方を整理しました。 

 

表 7-1 方法書の内容を変更した事項 

項目 
方法書の内容の変

更点 
本資料での記載概要 

本資料該当

ページ 

新事業計画における

動物・植物現地調査

地点や踏査ルートの

妥当性検討 

資料編 

(1)現存植生図、

微地形、流域を踏

まえた動物・植物

調査地点図 

対象事業実施区域の拡張を踏ま
え、対象事業実施区域の範囲を変
更した上で、土地区画整理事業に
おいて実施した動物・植物現地調
査地点や踏査ルートの妥当性を検
討しました。 

p.7-2～7-29 

新事業計画における

現地調査結果の妥当

性検討 

資料編 

(2)鳥類重要種の

現地調査結果につ

いて 

【新規追加】 

対象事業実施区域の拡張を踏ま
え、土地区画整理事業において実
施した鳥類現地調査結果の妥当性
を検討しました。 

p.7-31～32 
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(1) 現存植生図、微地形、流域を踏まえた動物・植物調査地点図 

1) 検討手順 

本博覧会では、土地区画整理事業の現地調査結果を活用する計画のため、土地区画整

理事業の動物・植物現地調査地点や踏査ルートが、本博覧会の対象事業実施区域内にお

ける現況を把握する上で適切な位置に設定されているかを、①現存植生、②微地形、③

流域界、④河川・池沼との重ね合わせにより検討しました。 

 

① 現存植生 

土地区画整理事業の現地調査結果及び公園整備事業の横浜市環境影響評価審査会（令

和３年度第 12 回）における補足資料を使用。 

資料１：旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 環境影響評価書（横浜市 令和４年

３月） 

資料２：（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業環境影響評価方法書に関する補足資料

８環境類型区分、微地形、流域を踏まえた動物・植物調査地点の検討について

（その２）（令和３年９月） 

・資料１に基づき、植生凡例ごとに着色し、凡例番号を図示。 

・対象事業実施区域に広く分布する「メヒシバ-エノコログサ群落」のうち、公園整備

事業実施区域内については、資料２に基づき補完。 

・公園整備事業実施区域外の「メヒシバ-エノコログサ群落」については、空中写真判

読により、「植栽樹群」、「畑地」等を補完。 

 

② 微地形 

基盤地図情報 数値標高モデル ５ｍメッシュ（標高）を使用。 

出典：基盤地図情報ダウンロードサイト（国土地理院） 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 

・１ｍ間隔の等高線を図示（57m：青← →赤：86m） 

 

③ 流域界 

公園整備事業の横浜市環境影響評価審査会（令和３年度第８回）における補足資料を

使用。 

資料：（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業環境影響評価方法書に関する補足資料２

環境類型区分、微地形、流域を踏まえた動物・植物調査地点の検討について 

（令和３年７月） 

・資料に基づき、土地区画整理事業実施区域内の流域界を図示。 

 

④ 河川・池沼 

基盤地図情報 基本項目 水涯線（WL）、水域（WA）を使用。 

出典：基盤地図情報ダウンロードサイト（国土地理院） 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 
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・水涯線及び水域を緑色で図示。 

 

2) 対象事業実施区域の自然的環境の特徴 

現存植生図、微地形、流域界を重ね合わせた図を 7-7 ページに示します。対象事業実

施区域の自然的環境の特徴は次のとおりです。 

 

・対象事業実施区域西部の大門川流域においては、最北部にメヒシバ-エノコログサ

群落、その南側に畑地が広がる中に、イネ科草本群落、植栽樹群、果樹園等がモザ

イク状に分布しています。 

 

・対象事業実施区域中央の相沢川流域では、流路沿いが低地になっており、そこには

水田や休耕田が帯状に分布しています。流路の西側は大門川流域と同様に畑地（写

真③）とイネ科草本群落等やシバ草地等が入り組んだ植生が分布しており、東側の

北部には旧米軍施設やグラウンドが見られます。流路東側の南部にはメヒシバ－エ

ノコログサ群落が大きく広がっており、その中に植栽樹群等が点在（写真①）して

います。 

 

・対象事業実施区域東部は、堀谷戸川と和泉川の流域に分かれています。 

 

・南側に流下する和泉川流域には相沢川流域からつづくメヒシバ－エノコログサ群落

が広がっており（写真②、⑥）、南に向けて標高が低くなっています。流路沿いの

一部にチゴザサ、ミゾソバ、ショウブ等の湿生植物が分布しています。また、南東

側の瀬谷市民の森に近接する付近は標高が高くなっており、一帯にはムクノキ－エ

ノキ群落、スギ・ヒノキ植林のまとまった樹林地（写真④）が分布しています。 

 

・北側に流下する堀谷戸川の左岸側が対象事業実施区域であり、上流から下流にかけ

て畑地、オギ群落、メヒシバ－エノコログサ群落等が分布（写真⑤）しており、一

部にスギ・ヒノキ植林が分布しています。また、駐車場・バスターミナル等の設置

検討エリアが予定されている対象事業実施区域の北部には、旧米軍施設からなる人

工構造物が相沢川流域にかけてまとまって分布しています。 

 

対象事業実施区域内では、メヒシバ－エノコログサ群落や畑地がまとまって大きな面

積を占め、その周囲に、チガヤ群落や植栽樹群等がモザイク状に分布する中に、旧米軍

施設跡の人工構造物が点在するという相観を呈しています。また、瀬谷市民の森に近接

する南東部にまとまった樹林地（写真④）が存在しています。なお、水域としては、南

に流下する大門川、相沢川、和泉川と、対象事業実施区域の東側を北流する堀谷戸川が

存在しています。 

駐車場・バスターミナル等の設置検討エリアとして拡張された区域は主に大門川流域

の畑地や草地と、相沢川流域の水田や畑地、旧米軍施設等からなっています。 
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3) 検討結果 

本事業の対象事業実施区域における動物・植物の調査地点の妥当性検討のため、現存

植生・微地形・流域界との重ね合わせ図（p7-7）に以下の 11 項目についての調査地点

および踏査ルートをプロットした図を作成し、調査地点の妥当性について検討を行いま

した。 

 

1. 哺乳類 

2. 鳥類 

3. 両生類及び爬虫類 

4. 昆虫類、クモ類 

5. 陸産貝類 

6. 魚類 

7. 底生動物 

8. 植物群落 

9. 維管束植物 

10. 蘚苔類 

11. 付着藻類 

 

各項目の調査地点図は p7-9～29 に示すとおりであり、そこでの整理に基づき、調査

地点の妥当性を判定した結果は次表のとおりです。 
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調査地点の妥当性に関する検討結果の概要 

項目 検討結果の概要 
1.哺乳類 対象事業実施区域内では、トラップ法の 4 地点は、樹林 2 地点と草地 2 地点に

設定されている。また、無人撮影法は草地 2 地点に設定されている。これらは

対象事業実施区域の代表的な環境区分である草地、樹林地をカバーできてお

り、さらに、任意踏査及びフィールドサイン法では対象事業実施区域内を網羅

的に踏査していることから、調査地点の設定は妥当と判断した。 
2.鳥類 対象事業実施区域内では、定点 3 地点は、畑地に近い草地、樹林に近い草地、

河川及び河川沿いの水田・草地に設定されている。また、ラインセンサス法

の 2 ルートのうち１つは、草地・耕作地・樹林を通過しており、もう１つは点

在する樹林・植栽樹群・河川沿いの水田・耕作地・高径草地を通過している。

これらは対象事業実施区域の代表的な環境区分である草地、樹林地、畑地等を

カバーできており、さらに、任意観察法では対象事業実施区域内を網羅的に踏

査しており、調査地点の設定は妥当と判断した。 
3.両生類及び爬虫

類 
任意観察法及び任意採取法では対象事業実施区域内を網羅的に踏査しており、

調査は妥当に実施されたと判断した。 
4.昆虫類、クモ類 対象事業実施区域内では、ライトトラップ法、ベイトトラップ法の 4 地点は、

樹林２地点と草地 2 地点に設定されている。これらは対象事業実施区域の代表

的な環境区分である草地、樹林地をカバーできており、さらに、任意観察法及

び任意採取法では対象事業実施区域内を網羅的に踏査していることから、調査

地点の設定は妥当と判断した。 
5.陸産貝類 任意観察法及び任意採取法では対象事業実施区域内を網羅的に踏査しており、

調査は妥当に実施されたと判断した。 
6.魚類 対象事業実施区域内では、任意観察法及び任意採取法の４地点が和泉川に 2 地

点、相沢川に２地点設定されている。対象事業実施区域外では、大門川の上流

側と下流側に各 1 地点、堀谷戸川の下流側に 1 地点設定されている。各河川を

カバーできており、三面張りのコンクリート護岸だけでなく、比較的自然環境

が良好な地点を含むことから、調査地点の設定は妥当と判断した。 
7.底生動物 対象事業実施区域内では、任意採取法と定量調査の両方を行う 2 地点が、相沢

川と和泉川に各 1 地点設定されており、このほかに任意採取法の地点が相沢川

と和泉川に各 1 地点設定されている。対象事業実施区域外では、大門川の上流

側と下流側に各 1 地点、堀谷戸川の下流側に 1 地点設定されている。各河川を

カバーできており、三面張りのコンクリート護岸だけでなく、比較的自然環境

が良好な地点を含むことから、調査地点の設定は妥当と判断した。 
8.植物群落 対象事業実施区域内に９地点、概ね 200m 以内の隣接地に９地点、それ以遠に

2 地点が設定されている。各調査地点は、それぞれ主な植生を代表して設置さ

れていることから、調査地点の設定は妥当と判断した。 
9.維管束植物 任意観察法及び任意採集法では対象事業実施区域内を網羅的に踏査しており、

大径木調査については、比較的径が大きい樹木が分布していると考えられる海

軍道路及び囲障区域内を踏査していることから、調査は妥当に実施されたと判

断した。 
10.蘚苔類 任意観察法及び任意採集法では対象事業実施区域内を網羅的に踏査しており、

調査は妥当に実施されたと判断した。 
11.付着藻類 対象事業実施区域内では、相沢川と和泉川に各 1 地点設定されているほか、大

門川と堀谷戸川では対象事業実施区域の下流側に各１地点設定されており、各

河川をカバーできているほか、三面張りのコンクリート護岸だけでなく、比較

的自然環境が良好な地点を含むことから、調査地点の設定は妥当と判断した。 
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①相沢川左岸側の尾根上に広がる 

草地と遠方に点在する植栽樹群 

②和泉川源流部に広がる草地と 

そこに点在する植栽樹木 

③相沢川右岸の尾根上の農地 ④和泉川源流のスギ・ヒノキ植林 

⑤堀谷戸川の緩やかな尾根の斜面 

に広がる草地 

⑥和泉川源頭部の湧水と遠景の市民の森 

その手間に広がる草地 

 

 

現存植生・微地形・流域界との重ね合わせ図 

 

大門川流域 

相沢川流域 

堀谷戸川流域 

和泉川流域 

矢指川 

流域 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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項目 １．哺乳類 

調査手法・地点数・調査地点の検討結果 調査地点図 

調査手法 地点数※ 調査地点の検討結果 

 

任意踏査及び 
フィールドサ

イン法 
－ 

本博覧会の対象事業実施区域を網羅的に踏査してい

る。 

トラップ法 4 地点 

トラップ法の調査地点は、対象事業実施区域内西部

に１地点（M4）、東部に１地点（M5）、南東部に

１地点（M6）、北部に１地点（M2）設置されてい

る。M4 と M5 は草地に、M2 と M6 は樹林地に生息

する哺乳類の確認を目的としている。 
対象事業実施区域外では、北側に２地点（M1、
M3）設置されている。M1 は河川周辺の耕作地や湿

地に生息する哺乳類の確認を目的としている。M3
は果樹園において採餌利用する哺乳類の確認を目的

としている。 

無人撮影法 2 地点 

無人撮影法のカメラは、対象事業実施区域内西部に１

地点（M4）、中央北部に１地点（M5）設置されてい

る。M4 と M5 は草地に生息する哺乳類の確認を目的

としている。 
対象事業実施区域外では、北側に１地点（M7）設置

されている。M7 は利用されなくなった旧米軍宿舎で

あり、草本が繁茂した植栽地に生息する可能性のあ

る小・中型哺乳類の確認を目的としている。 

※地点数は、本博覧会の対象事業実施区域内の調査地点数を示す。 

＜調査地点・踏査ルート＞ 
記号 対象 

 哺乳類（トラップ法） 

 哺乳類（無人撮影法） 

 哺乳類踏査ルート 
 

 
 

 

 
 

大門川流域 

相沢川流域 

堀谷戸川流域 

和泉川流域 

矢指川 

流域 
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項目 ２．鳥類 

調査手法・地点数・調査地点の検討結果 調査地点図 

調査手法 地点数※ 調査地点の検討結果 

 

任意観察法 － 本博覧会の対象事業実施区域を網羅的に踏査している。 

定点観察法 3 地点 

定点観察法の調査地点は、対象事業実施区域内西部に 1
地点（BP2）、南東部に１地点（BP3）、北部に１地点

（BP1）設置されている。BP2 は草地や畑地に生息する

鳥類の確認を目的としている。BP3 は草地、樹林に生息

する鳥類の確認を目的としている。BP1 は広葉樹林、河

川及び河川沿いの水田・草地、樹林地に生息する鳥類の

確認を目的としている。 

ラインセン

サス法 
2 ルート 

ラインセンサス法の調査ルートは、対象事業実施区域内

南東部に１ルート（BL1）、中央付近に１ルート

（BL2）設置されている。BL1 は草地、耕作地及び瀬谷

市民の森に続く樹林（スギ植林）を通過し、草地性鳥類

及び平地の樹林性鳥類の確認を目的としている。BL2 は

点在する樹林、植栽樹群、河川沿いの水田、耕作地、高

茎草地を通過し、水鳥、草地性鳥類、平地の樹林性鳥類

の確認を目的としている。 
対象事業実施区域外では、北西側に１ルート（BL3）設

置されている。BL3 は主に畑地環境を通過し、畑に生息

する草地性の鳥類の確認を目的としている。 

※地点数は、本博覧会の対象事業実施区域内の調査地点数を示す。 

＜調査地点・踏査ルート＞ 
記号 対象 

 鳥類（定点） 

 鳥類（ラインセンサスルート） 

 鳥類踏査ルート 
  

 
 

 

 
 

 

大門川流域 

相沢川流域 

堀谷戸川流域 

和泉川流域 

矢指川 

流域 



 

7-12 

  



 

7-13 

項目 ３．両生類及び爬虫類 

調査手法・地点数・調査地点の検討結果 調査地点図 

調査手法 地点数 調査地点の検討結果 

 

任意観察法及

び任意採取法 
－ 

本博覧会の対象事業実施区域を網羅的に踏査してい

る。 

 

＜調査地点・踏査ルート＞ 
記号 対象 

 両生類・爬虫類踏査ルート 
  

 
 

 

 
 

大門川流域 

相沢川流域 

堀谷戸川流域 

和泉川流域 

矢指川 

流域 



 

7-14 
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